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2019-2020 年 回顧 

会長 眞鍋啓太                   

“会員増強 女子力バネに We Serve ”のスローガンのもと、

会長方針・会長目標をそれぞれ 3つずつ掲げ活動して参りまし

た。その柱は‘会員増強’具体的には会員拡大と会員の親睦機会

拡充でした。 

成果として、女子力は、目標の会員比率２０％をクリアするこ

とができ尚且つ女子会での親睦及びクラブ活動へのご意見等で多

くのご貢献をいただきました。ただそれがクラブ全体の会員増強

にもう一つ結びつかなかったことが残念です。一重に私自身のリ

ーダーシップのレベルの低さと反省いたしております。 

  親睦機会の拡充は計画大会委員長とプロダクトコーディネーターを中心に以前にも

増して充実していただきました。それは夜間例会．小旅行．卓話等に発揮されていま

す。皆様のご協力に感謝いたしております。 

  アクティビティの２本柱であります青少年委員会と保健福祉環境保全委員会活動に

ついても、例年通り全アクティビティを滞りなく遂行していただき、感謝の念で一杯

です。尚各アクティビティへのご参加を促進させる工夫について、私自身の取り組み

がもう一歩足らなかったことを反省いたしております。 

   正直全く手付かずの面は各アクティビティのコラボレーションでした。方針とし

て掲げたのはいいが具体的行動にまで至りませんでした。お詫び申し上げます。 

  来期は 25周年です。皆様の一層のご指導ご鞭撻ご協力をお願い申し上げます。 

  新型コロナのパンデミックを、ライオンズのスローガン「Liberty Intelligence 

Our Nation’s Safety」とモットー「We Serve」で、全員で乗り越えていきましょう。 
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2019年度 幹事 1年を振り返って 

 

幹事 戒田憲昭 

 昨年の 7月より現体制がスタートして、1年が過ぎようとして

います。会員の皆様方におかれましては、この 1年間、多大なご

協力をありがとうございました。 

 さて、１年間を振り返って、最初は私で幹事が務まるのかと不

安からスタートしましたが、幹事としてクラブ内に目を向け活動

する事を念頭にやってまいりました。会長はじめ皆さんのご指導

ご協力あって、会員の皆様の団結力や親睦を深める一助にはなれ

たかなと、何とか職責は全うできたかと思っています。一方、例

会の全出席を目標としていましたが、それは達成できず残念であります。 

また、今年は娘の YCE派遣や新居浜西高書道部の作品寄贈など、公私に渡り大変お

世話になり、ありがとうございました。 

 最近の話題は新型コロナばかりで、ライオンズ活動も４月頃から中止や延期を余儀

なくされていますが、活動が再開されましたら、より一層のご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

 

一年を振り返って 

会計 内田真弓 

入会して４年目で会計という大役を仰せつかって 仕事が上手く

出来るのかととても不安でしたが 会長 幹事に支えられ （女

子力）という魔法の言葉で一年終える事ができました。 

後半はコロナの影響で例会やライオンズ活動が制限され大変でし

た！ 

会員の皆様には行き届かなかった事もあろうかと思いますが、 

一年間ありがとうございました。 
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会員会則委員長 松本 清 

この一年を一言で表すならば、『２５周年を目前に控え、ライ

オンズの本質を求めつつ、コロナに邪魔をされてしまった一年』

とでも言いましょうか。 

 今までの新居浜ひうちライオンズクラブから、数段 上の『ひ

うちライオンズクラブ』を目指そうと、眞鍋会長を中心にスター

トした今年度の我がクラブでした。しかし、まだまだ、眞鍋会長

が目指していたレベルまで、我々メンバーの方が、たどり着いて

いないが為に、論点整理の段階で、時間を食ってしまいました。

そして、今からという時に降って沸いたのがコロナでした。 

 私も１５周年の時に似たような経験を致しました。年度当初から、困難に困難を重

ねながら、もうすぐ式典という時に、三陸の『３．１１大震災』が起こり、自粛の為

に、式典など一切が出来ませんでした。その状態の中で、既に入金になっていた登録

費の全額返還と共に、その時点で申し込みの有った方全員に、記念誌の無償贈呈を行

った事だけが、その時の私のただ一つの良かった思い出です。今回のコロナもいつ終

わるのか、まだまだ確定的な目処がたちませんが、それに負けずに、皆様と共に力を

合わせて明日の『ひうち』のより一層の建設に期待してやみません。 

 この一年ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

計画大会委員長 東 裕子 

計画大会委員長という大役を頂き、１年間勤める事が出来まし

たのも、たくさんの方に助けて頂いたおかげだと心から感謝して

います。 

新型コロナウイルス対策で、4月後半から定例会も、また、楽

しみにしていました「みなと」さんでの例会もなくなってしまい

ました事は、とても残念でした。早い収束を祈ります。 

お元気な姿の皆様に、お会いできる日を楽しみにしています。 

ご協力、ありがとうございました。 

これからも、よろしくお願いいたします。 
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青少年委員長 石井敦士 

今期青少年委員長を務めました石井敦士です。 

この１年を終えてみた感想は率直に言って「あっという間だっ

た」に尽きます。 

振り返ってみれば、前期には文化活動の平和ポスター応募やス

ポーツ活動の西日本拳法道選手権大会、少年ソフトボール大会等

の事業が集中しており、不慣れなこともあって本当にバタバタと

いたしました。後期は新規事業である中学校ブラスバンド公演を

計画しておりましたが、新型コロナウィルスの影響で中止となり残念な思いです。 

当初は委員長を担うことに不安や重圧を感じることもございましたが、前委員長の

戒田憲昭幹事や眞鍋啓太会長、事務局、他の委員会メンバー、諸先輩方に助けていた

だき、なんとかこの１年無事勤め終える事ができました。ご協力いただいた皆様には

厚く御礼申し上げます。この１年で得た経験は新委員長へしっかりと引継ぎ、さらな

る事業発展につなげていくことができればと思います。今後は青少年委員長という立

場を離れますが、当クラブ発展の一助となれるよう努めてまいりたいと思いますので

よろしくお願い申し上げます。 

 

保健福祉環境保全委員長 永易 勲 

 新型コロナ感染の拡大による影響で、仕事・プライベート、

様々な方面で皆様お疲れではないでしょうか。  

予期せぬ事態でライオンズの活動・予定されていた行事も三月

より、ほぼ中止となりました。大変残念でした。コロナ第二波、

第三波が心配されております。今はひたすら皆様へのコロナの影

響が最小であり、一日も早く終息することを願うばかりでござい

ます。 

今期も会員様、役員様皆様に助けられ活動させて頂きました。

献血活動においては、長時間のお手伝いと献血を。愛ロード清掃活動では早朝から。

ブラインドダンスでは完全にお任せして助けて頂きました。 

どれを取っても、皆様の協力無しでは成り立たない活動です。心から感謝致します。 

当面コロナの影響で、例会他の活動の完全復活は未定ではありますが、この世界の

窮地にこそライオンズとしてできる事はないかと考える所でもあります。 

皆様、安心して集える日を早く迎えられるよう、しっかりと正しく対策しコロナを

みんなで乗り切りましょう。最後に改めまして、一年間有難うございました。 



5 

  

 

 

愛媛信用金庫 中萩支店長 永井
ながい

良
よし

幸
ゆき

 
 

 この度、愛媛信用金庫 中萩支店に赴任してきたことがご縁

で、前任者の後任として新居浜ひうちライオンズクラブに入会

させていただくことになりました。 

 当支店も平成 22年に開設以来 10年目を迎えました。当金庫

は地域密着型の金融機関を標榜しております。ご縁があって入

会させていただいたライオンズクラブの活動を通じて、地域奉仕に努めながら、多種

多様な異業種の方々と親睦を深めることで、個人的にも成長していく良い機会だと思

っております。 

 まだまだわからないことも多く、至らない点も多々あるかと思いますが、今後とも

ご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 
 

白石洋一事務所 白石
しらいし

啓子
けいこ

 
 

新居浜ひうちライオンズクラブの皆様こんにちは 。この度メン

バーに加えさせて頂くことになりました、白石啓子と申します。 

 私は、長野県長野市に生まれ、東京でＯＬを経験し白石洋一と

結婚後、サンフランシスコ・シカゴ・ニューヨークで暮らしまし

た。2001.9.11にＮＹにおりまして、あの忌まわしいテロに遭遇致

しました。それを機に主人の人生観が変わり「助かった命を世の

為人の為に」と、帰郷したのが 2006年夏でした。愛媛に住んで 14年になります。多

くの皆様のご支援により、主人は今、国会議員の仕事をさせて頂いております。 

私も、ライオンズのスローガンの一つである、「社会奉仕に精進する心」を大切に

したいと思っております。 

入会させていただいた矢先、コロナウイルスの騒ぎで皆様とお会いできる機会が少

なく残念に思っております。コロナが終息しましたらご一緒に活動させて頂くことを

楽しみにしております。 

その際にはご指導のほどよろしくお願い申し上げます。  
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２Ｒ 第２回新会員オリエンテーションに参加して 

石井敦士 

２０２０年２月２３日（日）西条市立図書館で開催されました２Ｒ第２回新入会員

オリエンテーションに、松本 清会員会則委員長引率のもと、参加させていただきま

した。はじめての参加で緊張致しましたが、講師の元地区ガバナー・地区名誉顧問 

西原透様の丁寧なライオンズクラブの歴史や活動内容を聞いているうちに緊張も解

け、入会当初はわからなかった事も理解する事が出来ました。理解したことにより今

後の活動においてライオンズクラブの本質に近づけるよう精進してまいります。 

お世話になった皆様方には御多忙の折、貴重なお時間をいただき、感謝申し上げま

す。本当にありがとうございます。 

新居浜ひうちライオンズクラブ諸先輩方、今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い

申し上げます。 

第６６回ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区年次大会（松山）は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止となり、記念誌による地区ガバナーズアワードの

発表となりました。 

（対象期間 2019年 2月～2020年 1月末） 

【クラブ】 ＊グッドスタンディング賞 銀賞 

＊会員増強賞 銀賞 

＊大会参加特別賞 特別賞 

＊青少年指導優秀賞 銀賞 

＊環境保全賞 努力賞 

＊社会福祉賞 貢献賞 

＊ＹＣＥプログラム優秀賞 優秀貢献賞 

【個 人】 ＊新入会員スポンサー賞 内田真弓 

 ＊地区年次大会出席努力賞 5回出席 日野満明・横井俊幸 
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＊３月第一例会＊ 

眞鍋啓太 永井良幸さん御入会おめでとうございます。烏谷さんのあと宜しくお願い

致します。尚本日は、次期役員候補の指令委員会の推薦の日です。皆様２

５周年に向け声援お願い致します。 

藤田修生 新型コロナが早く収束することを祈ります。新薬が早く開発されますように。 

越智慈子 娘が高校を卒業しました。控え目ですが、芯の

強い女性に成長してくれました。関わってくだ

さった方々に感謝したいです。 

篠原孝尚 永井良幸さん入会おめでとうございます。 

内田真弓 コロナウイルス流行ってますので手洗いうがい

励行していきましょう。お花のキャンセル続き

で困ってます！！ 

松本 清 新入会員 永井良幸さん歓迎致します。 

永井健之 永井さんウェルカム！！これからも宜しく弟。 

小野耕嗣 コロナウイルス大変ですね！皆さん、充分気を付けて下さいね！ 

土岐和美 この所毎日新型コロナウイルスで国会をはじめ全世界的に大警戒していま

す中、愛媛県にもついに入ってきました。特に学校も長期休日となるとの

事で前代未聞と思われます。今後も人混みに気をつけて下さい。 

田尾忠士 入会おめでとうございます。永井良幸Ｌ宜しくお願い致します。 

大西健司 いい気候になりました。仕事、遊びに精を出してがんばりましょう。 

東 裕子 今日はひなまつりですね。コロナの影響で今日の例会もなくなるのか心配

していましたがこれ以上拡大しないよう１日も早く復帰できるように願っ

ています。 

塩崎 卓 新入会員永井良幸さん歓迎致します。これから宜しくお願い致します。 

曽我部正二 永井さん入会おめでとうございます。ひなまつりおめでとうございます。

女子会いつも楽しそうですね！ 

秋山義則 今日の例会では、マスクをしている人がいません。いいのか悪いのかわか

りませんが、気にしないように気にしています。そんな今日この頃です。 

塩崎安規 コロナウイルスの影響はいつまで続くのでしょうか？怖いですね。永井さ

んの入会歓迎致します。 

岩崎隆義 コロナ、花粉、もう少しで終わります。早く終わるといいですね。 

 
 

＊３月第二例会＊ 

眞鍋啓太 パンデミックがＷＨＯで宣言された世情な折、３月度第二例会を開催でき

ました事、皆様の御協力に感謝申し上げます。しのびつつ（耐えつつ）跪

拝をチャンスにビジネスに邁進しましょう。 

藤田修生 コロナ騒ぎが早くおさまってほしいです。 

 

越智慈子 本日、次期役員選挙会です。どうぞ宜しくお願い致します。 
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篠原孝尚 白石啓子さん入会おめでとうございます。 

内田真弓 白石様、入会おめでとうございます。 

松本 清 白石さんご入会おめでとうございます。 

小野耕嗣 世間はコロナ騒動で、大変なことになってい

ます。コロナに負けないように、しっかり体

調を整えて、メンバー全員が、しばらくは

(笑)健全な生活を送りましょう！ 

土岐和美 白石啓子さん入会おめでとうございます。忙しいとは思いますが、共に頑

張っていきましょう。新型コロナウイルスによる世界的な政治、経済に発

展するまれにみる肺炎との事。皆さんも気を付けてください。 

田尾忠士 白石啓子さん御入会おめでとうございます。よろしく。 

大西健司 早く新型コロナ終息すればいいですね。 

東 裕子 コロナの関係で例会も短縮になり少し寂しいですが 4/21（火）は 18：30～

みなとさんで例会＆懇親会を行いますので、特に新入会員さんは参加お願

い致します！ 

塩崎 卓 新入会員白石啓子さんよろしくお願いします。 

曽我部正二 声帯結節手術したため声出せれません。19日以降美しい声で帰ってきます。 

塩崎安規 コロナ菌に負けず頑張りましょう！ 

二神 恵 久しぶりの暖かい春の日射しでコロナウイルスも殺菌して明るい暖かい風

を早く感じたいと希望します。 

岩崎隆義 元気笑顔でよろしくお願いします。 

白石啓子 本日、新居浜ひうちライオンズクラブに入会致しました。 

 
＊４月第一例会＊ 

眞鍋啓太 新型コロナの影響で私達の「日常」が制限され自

粛し大変な毎日ですが、前向きに進んでいきまし

ょう。始まることは必ず終わることを信じて！！ 

藤田修生 とにかくコロナが大変ですね。せっかくの桜満開

が勿体ないような… 

松本 清 皆様の今後共のご健康を期待致します。 

永井健之 コロナが早く終息するために皆で力を合わせましょう！ 

小野耕嗣 皆さん、大丈夫ですか？皆で、免疫力を高め、元気で新型コロナウイルス

なんかに負けないようにしましょう！！ 

田尾忠士 この時期コロナウイルスに気を付けましょうネ。 

東 裕子 コロナで毎日ストレスの日々を送られてると思いますが、これ以上感染者

を増やさない為に１つでも多くの自分のできることを心がけ実行します。 

藤田聖一 早くコロナが落ち着くことを願います。皆様ご自愛下さいませ。 

曽我部正二 手洗いうがいの励行を！！ 

秋山義則 コロナに負けないで皆様明るく元気で生きましょう！！ 

安井誠一 ３ヶ月休会ご迷惑をおかけいたしました。御見舞ありがとうございまし

た。 

岩崎隆義 花見はまた来年しましょう。 

白石啓子 コロナでも桜はキレイに咲いている(*^_^*) 
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第 578回 3月第一例会 

令和 2年 3月 3日（火）12：30～ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名  永易勲 

・入会式（ライオンズの誓い） 

 永井良幸さん スポンサー藤田修生 

・会長挨拶 

・100周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 ダイヤモンド 100周年ライオン 曽我部正二 

・結婚記念月 小野勲、戒田憲昭、安井誠一 

・誕生祝い 伊藤健二、東裕子、戒田憲昭、 

横井俊幸、塩崎卓 

・委員会報告 

 財務  2月度問題なし 

 広報誌  会報誌発行配布、原稿お礼 

 青少年  2/22小学生バレーボール大会 

（5年生以下の部）の報告 

保健福祉環境保全 献血お礼 

・次期役員候補者の発表  

・幹事報告・理事会報告  

 スケジュール変更、会員手帳半期追加分 

・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 34,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 日野満明 

 

第 579回 3月第二例会 （短縮） 

令和 2年 3月 17日（水）12：30～ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名  塩崎卓 

・入会式（ライオンズの誓い） 

 白石啓子さん スポンサー二神恵 

・会長挨拶 

・次期役員選挙会 可決 

・次期越智会長より挨拶 

・幹事報告・理事会報告  

 新しいクラブベスト配布 

・審議 OSEALフォーラム不足金拠出 可決 

・出席報告 34/48 70.8％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 29,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 松本秋津 

 

第 580回 4月第一例会 （短縮） 

令和 2年 4月 7日（水）12：30～ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  岩崎隆義 

・議事録作成者指名  白石啓子 

・会長挨拶 今後のライオンズ活動について会

長提案事項 拍手で承認 

・愛媛県赤十字血液センターより感謝状の表彰 

 松本清 

・結婚記念月 田中克美、眞鍋啓太、大西健

司、直野誠司、堀亘 

・誕生祝い 源代晴基、岡部俊一、田尾忠士、 

石井敦士 

・幹事報告・理事会報告 今後の予定 

・出席報告 26/46 56.5％ 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 31,000 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 藤田聖一 

Wedding anniversary 

６月 伊藤健二・厚子 （３０日） 
  

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

６月 小野耕嗣 （５日） 

 眞鍋啓太 （１８日） 

 岡田直人 （２２日） 

 秋山義則 （２６日） 
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＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

今月号が今期最後の号となりました。途中で広報委員長さんが辞められて、

その上世界中が新型コロナウイルスに感染拡大に伴う緊急事態宣言、３月～４

月に予定だったチャーターナイト例会・各年次大会等たくさんのイベント・会

合が中止になりました。我がひうちライオンズクラブとしても、結成２４年以

来、月２回の例会が２回ともお休みは初めてでした。百年に一度何かが起こる

とか、この時に何かを変えようとか色々と言われていますが、良い方向に変化

することを願うばかりです。来月から２０２０年度の始まりです。 

 一年を通して会報誌の制作にご協力頂きありがとうございました。また次年

度も変わらぬご協力をお願い致します。 

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   

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 

1 月 16 火

2 火 17 水

3 水 18 木

4 木 19 金

5 金 20 土

6 土 21 日

7 日 22 月

8 月 23 火

9 火 24 水

10 水 25 木

11 木 26 金

12 金 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月

15 月 30 火

第二引継例会　ふじ　12：30～

第一リハーサル例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

準備Ｚ会議・Ｚ年次会合

理事会（現・次期合同）19：00～ふじ

次期委員長スクール　文化センター

　　ひうちカレンダー

献血


