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新 任 挨 拶
会長

越智 慈子

盛夏のみぎり、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申しあ
げます。
さて、この度、会員の皆様からご承認を得て、会長に就任をさせ
ていただきました。何分不慣れであり、且つコロナ禍を抜け出せ
ない世界の中ではありますが、できる限り先を考え、一生懸命取
り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
今年度の会長スローガンは
「ひうちは One Team で We Serve」
２５周年記念大会スローガンは

そして、

「未来を見据え We Serve～和・笑・輪～」

です。

１９１７年６月７日ライオンズクラブ国際協会が設立されました。当時のメンバー
は、
「自らの能力を人助けに生かさなければ、自分が成功しても大して意味はない」と
気付いた一握りのビジネスマンだったそうです。それから１００年余り、その志は瞬
く間に広がり、ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体となりました。
今年結成２５年を迎えた我が新居浜ひうちライオンズクラブも、８人のチャーター
メンバーが脈々とこの志を伝え、現在に至っています。すばらしいメンバーとともに
この節目となる年を迎えられることはとても幸せなことです。これまでの先輩方の実
践に感謝し、私たちも未来を見据えた奉仕を実現していきましょう。今後、一人でも
多くの方に私たちの活動を知っていただき、一人でも多くの方の心が明るくなれば素
敵です。
今後とも皆様方にはこれまで同様、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い
申しあげます。
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幹事

小野 耕嗣

三代目会長、小野茂樹さんの時以来、２回目の幹事になります。
最初の時の幹事は、もう２０年も余って前のことで、当時のこと
はあまり覚えていません。ただ、創設数年のことで、まだまだ、
全てが、新鮮で、与えられた役職も、大きく、一生懸命頑張った
感じだけが、印象として残っています。
本年度は２５周年です。我がライオンズにとって、大切な年度
に幹事を引き受けることになりました。今では、最初の時のよう
な、若さも、パワーもなく、あの時の新鮮で純粋な気持ちもない
ように感じます。
本年度、１ヶ月程が経とうとしていますが、このような記念すべき年に、
「幹事とし
て、しっかり自分の責任を果たすことができるかどうか？」「会長が何をどうしたい
と考えているのか？」
「自分は、会長の進めたい（運営したい）方向を、確実に理解し、
その方向に向かって、充分サポートできるだろうか？」と、常に不安を抱えながら、
職務を遂行しています。
会長からの幹事要請を承諾した時には、予想もしていなかった「コロナ禍」。社会
全体が、これに立ち向かうべく、いろいろと環境変化を試みています。安定するのは、
まだまだ先のことだと思います。いろんな意味で「難しい時代」「変化していく時代」
だと感じています。ライオンズ活動も同じだと思います。なんとか、この変化を、会
員全員の力で、乗り越えて行かなければならないと思います。会員の皆様のご協力を
宜しくお願い致します。
今からが、長い道のりです。途中で、体力がなくなり、ダウンして、メンバーの皆
さんに迷惑が掛からないように、しっかり前に進んで行きたいと考えています。
１年間、よろしくお願い致します。

会計

永易 勲

今年度、会計を務めさせて頂きます永易です。会計任務のほか、
２５周年記念の成功・各行事の充実に向け、クラブのお力となれま
すよう頑張って参りたいと思います。コロナ禍であり、全ての活動
において、従来の方法にさらに工夫と知恵が必要かと思います。
“ひうちは One Team で We Serve“ の会長スローガンのごとく、
会員皆様のより多くのご参加とご意見を頂き、メンバー全員で地
域に貢献できればと考えております。
この一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。
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ライオンテーマー 永井 健之
今年度、ライオンテーマーを仰せつかりました永井です。
これまで、私は恥ずかしながらライオンテーマーのことをあま
り理解しておらず、毎月の例会の司会進行をするくらいの役割だろ
うと思っておりました。
しかし、前年度ライオンテーマーの小野耕嗣さんからの引継ぎや
委員長スクールでの勉強会に参加させて頂いて、ライオンテーマー
の役割が少しずつ分かりはじめました。
その中で、前期の小野さんがいつも場を盛り上げようとコメントされていたことや、
常に周りに気を配りながら心地よい雰囲気をつくられていた意味が初めて理解でき
たと同時に、その責任の大きさに大変身が引き締まる思いでございます。
今年一年、ひとつひとつ勉強させて頂きながらライオンテーマーという役割を精一
杯務めさせて頂き、ひうちライオンズの皆さんはもちろん、ひうちライオンズに関わ
るすべての人が笑顔になれるように精一杯頑張ります。
至らぬ点が多々あるかと思いますがご指導とご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

テールツイスター 内田 真弓
今期テールツイスターを拝命しました内田真弓です。
皆様の好意のドネーションはライオンズ活動のアクティビティ
を活発にするため事業費として使われます。
例会の後半に、ひとときのオアシスのような時間になるように
したいと思います。一年間宜しくお願いします。

会員会則委員長 松本 清
私は、昨年度に引続き会員会則委員長を仰せつかり、再度、気を
引き締め直しているところです。ただ今年は、ひうちも２５周年と
いう事で、酒井公一ガバナーをはじめ、名誉顧問の真鍋隆様から、
ＦＷＴコーディネーターの村井淳子様もお越しになることになりま
した。それゆえ、ひうちとしても最低でも５０名のラインに乗せた
いと思い、ひうちのチャーターメンバーの方及び、チャーターメン
バーに準ずる方にはぜひ新入会員の御紹介をお願いしたいと思いま
す。そして若い方に見本を示し、ひうちのより一層の活性化を図り、にぎやかな周年
にしていきたいと思います。皆様、御協力よろしくお願いいたします。
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広報委員長

堀 亘

今年度、広報委員長を任命頂きました。
ＭＣ委員長、広報委員会メンバー、事務局の多大なお力添えを頂
きながら、年４回の会報誌の発行準備にあたっております。会報誌
原稿の依頼がありました際には、ご協力の程よろしくお願い致しま
す。
新居浜ひうちライオンズクラブの活動を地域の方に知っていた
だけるように努めてまいりますので、この一年間ご指導、ご鞭撻の
程、よろしくお願い申し上げます。

計画大会委員長 藤田 聖一
本年度計画大会委員長を拝命いたしました。藤田聖一です。
本年は納涼例会から始まり、合同例会、家族忘年会など計画して
おります。来年３月には６００回例会もあります。会員の皆様の絆
が深まるような例会になるよう、計画大会委員会一同精一杯頑張ら
せていただきます。また、出席率の向上も目指しておりますので例
会・懇親会へご出席よろしくお願いいたします。
まだまだ若輩者で至らない点もあるかと存じますが、ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。

青少年委員長 近藤 良二
今年度、青少年委員長という大役を仰せつかりました近藤良二で
す。入会が浅く知識や経験不足ではありますが、経験豊富なメンバ
ーの力をお借りして実行したいと思います。
今、世界中が抱えるコロナ問題。私たちの街の次世代を担う青年
もあらゆる場面において経験の場が失われています。なにが正解で、
なにが不正解なのか、基準が定まらない中での事業計画には難航が
予想されますが、できない理由を述べるよりできる方法を委員会で
議論し、より安心により安全に配慮した設営を心がけたいと考えています。青少年の育
成は必ずや明るい社会の実現に繋がると信じています。会員の皆様のご指導、ご協力を
いただき任期を全うしたいと思います。宜しくお願い申し上げます。
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保健福祉環境保全委員長 直野 誠司
入会当初から保健福祉環境保全委員をさせていただきました。今期
は、委員長ということで、より一層、身の引き締まる思いです。
献血では、一人でも多くの方に御協力頂けるようにアピールし、
赤十字スタッフのお手伝いをしていきます。献血によって尊い命が
救われると思うと嬉しく、活動にも力が湧いてきます。
愛ロード清掃は、新居浜が「住みやすく美しい街、愛される街」
になるように、微力ながらも、少しでも貢献できるように頑張って
行きたいと思います。
ブラインドダンスは、この委員になり、初めて知ったものです。主に、視覚障がい
者の方に向けたダンスですが、私自身、ダンス未経験でしたので、正直、少し抵抗が
ありましたが、教えてもらうと楽しい汗を流せました。何でも、経験をすると理解で
きるので知るところから皆さんに参加してほしいと思います。
今年は、新型コロナウイルスの影響が多大にあり、密を避けながらの対応や、予定
変更等もあるかもしれませんが、皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

２５周年記念事業実行委員長

塩崎 卓

本年度、新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年を迎えるに
あたり記念事業実行委員長を仰せつかりました塩崎です。
新型コロナウイルスの影響により、いまだ先の動きが読めず、事
業自体どのようになるかわからないところではありますが、出来る
限りいろんなことを想定し事業を形にしていければと思っており
ます。越智会長のもと、記念事業を遂行できるようにと考えており、
皆様のご協力を頂きながら精一杯活動してまいりますので、よろし
くお願い致します。
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出 向 会 員 挨 拶

２Ｒ－１ＺＣ 塩崎 安規
この度、ＺＣを拝命しました塩崎です。
ＺＣは４年に一度クラブへ回って来る役職です。その資格は、
クラブ会長を半期以上とクラブ理事会構成員を２年以上務めた
者となっています。当クラブにもまだまだたくさんの対象者が
いますので、４年後の人選に向けて頼もしい限りであります。
ちなみに、２０２１年度にはＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会員会
則委員を、２０２４年にはＲＣ、ＺＣ、ＭＣ・ライオンズ情報・
地区誌・大会参加委員を輩出しなければなりません。なんと１年間に３名も地区役員、
地区委員を選出しなければならない年がやってくるのです。「我こそは！」と思われ
る方は、立候補されてはどうでしょうか？きっと喜ばれることでしょう。
ＺＣの役割を簡単に言うと、ガバナーのおっしゃられたことを、迅速にかつ正確に
ゾーン内クラブへ伝えることに尽きると思います。そのために年３回のガバナー諮問
委員会を開催し、それぞれのクラブの現状を把握して、気付いたことをキャビネット
へ伝えていきたいと思っています。
コロナウイルス感染拡大により思うように活動できるのか心配ですがウイズコロ
ナで臨機応変に対応していきたいと思っています。
1 年間どうかよろしくお願いいたします。
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ク ラ ブ 報 告

令和 2 年度委員長スクールに参加して
広報委員長

堀 亘

令和 2 年 6 月 13 日（土）新居浜市民文化センター・別館にて開催された３３６－Ａ
地区２Ｒ－ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加分科会委員長スクールに参加致
しました。講師の原英二様より広報委員会の役割についての講習をして頂きました。
・地域社会とライオンズクラブが双方向に情報伝達を行う役割
・会員に会報誌等でライオンズクラブ全般の情報を提供する役割
・各種大会への積極参加を促進するような地区誌づくりの役割
等クラブの内外に新居浜ひうちライオンズクラブの魅力を発信していく広報委員会
の役割を教えていただきました。
本年度これらの役割を委員長として皆様のご協力を頂きながら実践できるよう努
めて参ります。よろしくお願い致します。
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2019-2020 年度

第三回献血報告

６月１４日（日） イオン新居浜
受

付

１７０名

400ml 採 血

１４９名

不

採

血

２１名
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暑い中、ご協力ありがと
うございました。次回は
９月２０日（日）です。
よろしくお願いします。

７月第二納涼例会に参加して
計画大会副委員長 石井 敦士
２０２０年７月２１日（火）にレーイグラッツェふじ様のビアガーデンで納涼例会
懇親会を開催致しました。
ジンギスカン等を囲いクラブメンバー同士や、懇親会までご出席いただいたＲＣ白
石様、２Ｒ－ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会員会則委員今岡様、ＲＣＡ明比様とも、親
睦を深める事が出来ました。この日は屋上に風が吹いて涼しかったのでまさに納涼例
会にふさわしかったのではないでしょうか。イベントの委員会での記念撮影やじゃん
けん大会も大いに盛り上がりました✨
企画及び参加いただいたメンバーの皆様、本当にありがとうございます！！

会員会則委員会

計画大会委員会

財務委員会

25 周年事業実行委員会

保健福祉環境保全委員会
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広報委員会

青少年委員会

愛ロード清掃に参加して
保健福祉環境保全副委員長 伊藤 嘉彦
７月２６日（日）朝７時からリーガ周辺にて令和２年度最初の愛ロード清掃を行い
ました。心配していた雨もあがり無事作業できました。参加者は２４名、近藤良二さ
んの息子さんも手伝いに来てくれました。
今回はゴミ拾いより伸びた雑草が気になり汗をかきながらの草引き、大変お疲れ様
でした。次回も宜しくお願いいたします。

徒然に
松本 清
先日、私達夫婦の孫の様な存在だったピーチャンが亡くなりました。
孵卵器で、卵から孵して、餌付けして育てた為に、私達夫婦を親だと思い、踏みそ
うに成る程、いつも後ろから付いて来ていた、雌の烏骨鶏のピーチャン。
放しておいても庭から外へは絶対に行かなかったピーチャン。
鶏小屋へ入りたくなったら、階段を上がって勝手口まで来てピーピーと鳴いて私達
を呼んでいたピーチャン。永い間、卵も沢山産んでくれました。
もう、産まないで良いから、ゆっくり休んでね。十年間ありがとう。
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第 583 回 7 月第一例会
令和 2 年 7 月 7 日（火）12：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 東裕子
・議事録作成者指名 近藤良二
・ＺＣ就任挨拶
・会長挨拶
・感謝状贈呈 前三役
・2019-2020 年度スポンサー賞表彰
内田真弓、篠原孝尚、二神恵、眞鍋啓太
・前期収支決算報告
・上記監査報告
・2020-2021 年度予算（案）例会日、会費等
・審議 全て可決
・委員長挨拶および委員会報告、スケジュール
・幹事報告・理事会報告 今後の予定
・出席報告 36/46 81.8％
・テールツイスタータイム ドネーション 44,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 直野誠司

第 581 回 6 月第一リハーサル例会
令和 2 年 6 月 2 日（火）12：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 直野誠司
・議事録作成者指名 東裕子
・会長挨拶
・結婚記念月 岡部俊一、篠原孝尚、石井敦士
・誕生祝い 藤田聖一、田中克美、伊藤嘉彦
庭の片隅にそっと埋めてやりました。
・還暦祝い 酒井志津香
・審議 ４件可決
・委員会報告
会員会則 スポンサー賞贈呈について
財務 問題なし
広報 最後の会報誌発行配布、原稿お礼、次
期スケジュール
計画大会 次期スケジュール
25 周年 組織表（案）を提案
青少年 拳法道選手権大会中止について、次
期スケジュール、600 回記念例会等
保健福祉環境保全 次期スケジュール
・幹事報告・理事会報告 スケジュール
・出席報告 37/46 80.4％
・テールツイスタータイム ドネーション 44,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 酒井志津香

第 584 回 7 月第二納涼例会
令和 2 年 7 月 21 日（火）18：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 塩崎卓
・議事録作成者指名 堀亘
・来訪者紹介
2R-RC 新居浜別子 LC 白石公成様
2R-GMT・GLT・FWT・会員会則委員 西条 LC
今岡正士様
2R-MC・ライオンズ情報誌・地区誌・大会参加委員
新居浜別子 LC 原英二様
2R-RCA 新居浜別子 LC 明比保親様
・会長挨拶
・来訪者挨拶
2R-RC 新居浜別子 LC 白石公成様
2R-GMT・GLT・FWT・会員会則委員 西条 LC
今岡正士様
2R-MC・ライオンズ情報誌・地区誌・大会
参加委員 新居浜別子 LC 原英二様
・2019-2020 年度皆勤賞
内田真弓、小野耕嗣、田尾忠士、直野誠司、永
易勲、松本清、眞鍋啓太
・委員会報告
会員会則 会員増強のお願い
広報 広報誌原稿のお願い 締切 7/末
計画大会 今日の懇親会について
25 周年事業 記念事業の講演実施の報告
保健福祉環境保全 清掃 7/26 参加のお願い
・幹事報告 今後の予定
・ＺＣ任命書贈呈

第 582 回 6 月第二引継例会
令和 2 年 6 月 16 日（火）12：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 戒田憲昭
・議事録作成者指名 藤田聖一
・会長挨拶
・幹事挨拶（幹事報告）
・会計挨拶
・三役の引継ぎ（ピン引継ぎ）・花束贈呈
・クラブ旗及びたすきの引継ぎ（ＴＴ・ＬＴ）
・各委員会より感謝の言葉
・新三役・理事・委員長の紹介
・誕生祝い
小野耕嗣、眞鍋啓太、岡田直人、秋山義則
・結婚記念月 伊藤健二
・ガバナーズアワード表彰
・卓話 松本清「116 回の献血」
・出席報告 37/46 80.4％
・テールツイスタータイム ドネーション 53,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 眞鍋啓太
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・結婚記念月 塩崎安規、近藤良二
・誕生祝い 白石啓子
・出席報告 38/44 86.4％
・テールツイスタータイム ドネーション 62,000 円
・ライオンズローア 亀崎千恵
第 585 回 8 月第一例会
令和 2 年 8 月 4 日（火）12：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 大西健司
・議事録作成者指名 曽我部正二
・来訪者紹介
新居浜市西中学校校長 大西誠様
新居浜市スポーツ協会会長、新居浜市スポーツ
少年団本部長 真鍋和人様
キャリア共育研究所所長 清水美穂様
・会長挨拶
・支援金贈呈 ブラスバンド、少年ソフトボール大会、
ブラインドダンス
・卓話 キャリア共育研究所所長 清水美穂様
「仕事が志事に 働く人と企業が共に成長できる
環境創り」
・委員会報告
広報 会報誌原稿のお願い
25 周年 腰塚さん講演「命の授業」について
保健福祉環境保全 愛ロード清掃参加お礼
・幹事報告・理事会報告
支援金拠出
・審議 １件可決
・出席報告 37/44 84.1％
・テールツイスタータイム ドネーション 43,000 円
・ライオンズローア 白石啓子

第 586 回 8 月第二例会
令和 2 年 8 月 18 日（火）12：30～
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 伊藤嘉彦
・議事録作成者指名 酒井志津香
・来訪者紹介
２Ｒ－１ＺＣ 新居浜ひうちＬＣ 塩崎安規様
２Ｒ－１ＺＣＡ新居浜ひうちＬＣ 眞鍋啓太様
・会長挨拶
・来訪者挨拶
２Ｒ－１ＺＣ 新居浜ひうちＬＣ 塩崎安規様
・2019-2020 年度スポンサー賞表彰 二神恵
・活動費贈呈 田尾忠士
・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 藤田修生
・結婚記念月 越智慈子
・誕生祝い 小野勲、直野誠司、松本秋津、
亀崎千恵、越智慈子、土岐和美、大石豪、
酒井志津香、高橋啓子
・ビデオ鑑賞 腰塚勇人さん
・委員会報告
会員会則 会員増強のお願い
財務 ７月度問題なし
広報 例会終了後、会報誌校正
25 周年 部会長会の報告
青少年 支援金贈呈日程
・幹事報告・理事会報告
今後の予定、理事会議事録配布
・審議 ３件可決
・出席報告 37/44 84.1％
・テールツイスタータイム ドネーション 48,000 円
・ライオンズローア 二神恵

＊６月第一例会＊
眞鍋啓太
藤田修生
越智慈子
戒田憲昭
内田真弓
松本 清
小野耕嗣

漸くリハーサル例会、久しぶりの例会。私にとってはあと一ヶ月まだ 46 名。我慢我
慢の一年でした。
飲食業界はコロナ災禍で大変です。耐え忍ぶしかないのかな。タマネギをたくさん
戴きましたので皆さん持って帰って下さい。
本日はリハーサル例会です。新米です。よろしくお願いいたします。
皆さんお久しぶりです。これからもよろしくお願いします。
無事例会開催できるのでうれしい事です。早く日常が戻ればいいですね。
久しぶりの例会ですね。楽しくいきましょう。
コロナもだいぶ落ち着いてきました。早く完全に終息することを願っています。
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土岐和美

田尾忠士
東 裕子
塩崎 卓
藤田聖一
曽我部正二
塩崎安規
堀 亘
安井誠一
岩崎隆義
白石啓子

コロナウイルス国内もようやく沈静化してきたようですが、まだ所により発生して
いるようですので、気を付けて下さい。ライオンズ例会も再開できるようになり、
皆さんと再会出来たことを嬉しく思います。
今期最後の月となりました。今日の例会は、来期のリハーサル例会です。今期役員
さんご苦労様。来期役員さんガンバッテ！！
来月から新しい役員になるので不安もありますが頑張りますので皆さんよろしくお
願いします。１年間計画大会ではお世話になりました。
今日は久しぶりの例会です。コロナに負けないよう元気に行きましょう。
このままコロナが落ち着くことを願います。
25 周年記念事業 皆様で力合わせてワンチームで大成功させてましょう。
久しぶりの例会です。時期的に消極的になりそうですが、頑張っていきましょう。
新居浜市の地域ポイント事業 新居浜あかがねポイントが 5/29 スタートしました。
詳しくはインターネットから「新居浜あかがねポイント」と検索してみてください。
令和元年度役員の皆様お疲れ様でした。令和二年度役員の皆様 25 周年の節目でもあ
り大変ですが、よろしくお願いします。
笑顔でいきましょう。
とりあえず再開を祝して！！

＊６月第二例会＊
眞鍋啓太
藤田修生
越智慈子

篠原孝尚
戒田憲昭
内田真弓
松本 清
永井健之
小野耕嗣

土岐和美

田尾忠士
大西健司
東 裕子

塩崎 卓
藤田聖一
曽我部正二

１年間お世話になりました。会員増強はプラスマイナス０で貢献できませんでした。
次期は 25 周年更なる飛躍を祈って頑張りましょう。
先日の献血は暑い中ご苦労様でした！！
今期眞鍋会長はじめ三役の皆様、役員の皆様、一年間ご苦労様でした。眞鍋会長の
強いリーダーシップでクラブをぐんとレベルＵＰして下さいました。ありがとうご
ざいました。
暑くなってきましたが皆様体調管理を心がけて下さい。
１年間ご協力ありがとうございました。
１年間ありがとうございました。来年もライオンズ
活動頑張りたいと思います。
最後までご静聴ありがとうございました。
今期役員の皆様お疲れ様でした！７月～新たなス
タートを切りましょう！
ライオンテーマーを大西理紗さんと共にさせてい
ただきました。１年間ご協力大変ありがとうござい
ました。
「感謝」！！
今日の例会は今期最後となりました。今期役員の方々御苦労様でした。次期役員の
方々は 25 周年記念と重なり忙しいと思いますがよろしくお願い致します。１日も早
くコロナ終息を願います。
今期最後の引継例会です。会長はじめ役員の方々御苦労様でした。来期の会長、初
役員の方々よろしくお願い致します。
一年間皆様お疲れ様でした。来期も頑張りましょ
う。
７月～新しい役になる為、コロナでたるんでたの
で気を引き締めて頑張ります。これからもよろし
くお願いします。
今年度最後の例会 役員の皆様お疲れ様でした。
湿度が高い日が続いていますね。ご自愛下さいま
せ。
久しぶりに献血しました。体がすっきりした気分です。
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秋山義則
塩崎安規
二神 恵
岩崎隆義
白石啓子

今日は誕生祝いにチリ産のワインを頂きました。ありがとうございます。今夜は、
このワインを飲みながら食事をします。
今期最後の例会です。役員の皆さんお疲れ様でした。
無事に１年間のライオンズクラブが引き継がれる事に際し感謝いたします。
ピンチはチャンスでありますように。
14 日、雨の中献血してくださる方が沢山で大感激！久しぶりに献血も致しました♡

＊７月第一例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
小野耕嗣
永易 勲
松本 清
秋山義則
永井健之
内田真弓
曽我部正二
塩崎 卓
白石啓子
藤田修生
塩崎安規
東 裕子

田尾忠士
土岐和美

岩崎隆義

年度がスタートしました。〝ひうちは One Team で We Serve〟
今日は七夕。2010 年の今日（7/7）に禁煙、それから 6 年継続。今は立派な喫煙者。
何かいいことあるかな。
本年度、前年度に引続きよろしくお願い致します。
雨が心配です！！
スポンサー賞おめでとうございます。今後も、引続
き宜しくお願い致します。
越智会長はじめ新しく三役を中心に、ひうちの一年
が始まります。よろしくお願いします。
七夕ですね！ひうちの皆さんにとって素晴らしい
一年になりますように！！大雨に注意しましょう！！
新体制の船出、よい出航となりますように。
大雨警報発生。くれぐれも気を付けて！！熊本鹿児島で亡くなられた方のご冥福と
災害のお見舞い申し上げます。
新三役の皆様、本年度よろしくお願い致します。越智会長のもと、25 周年をみんな
で盛り上げていきましょう。
雨で大きな災害になっております。命は自分で守りましょう！助け合いましょう！
大雨警報が新居浜にも出たようですネ。要注意です。
大役成就のため、7 月 3 日にＭＪＦ献金をしました。一年間よろしくお願いします。
今日は豪雨でどうなるかと思いました。学校は 14 時に迎えに行くことになり、それ
まで雨が降り続いているので心配です。皆さん帰り
気を付けてください。
今期初めての例会よろしくお願い致します。
今日は今期初回で結成 25 周年記念年ではあります
が、心配な事はコロナウイルスの動きによっては行
事計画の変更も検討しなければ状況も変わって行
くと思います。冷静に対応していきましょう。
日々笑顔満タンで行きましょう。

＊７月第二例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
篠原孝尚

小野耕嗣
永易 勲

本日は白石公成様、今岡正士様、原英二様、明比保親様のご来訪を心から歓迎いた
します。リジョンのお客様の勢いもいただいて納涼例会暑気払いをしましょう。
2014 年 8 月入会丸 6 年経ちましたがなんとか例会アクティビティ共に 100％出席、
参加できました。今度先行き不安ですが、がんばります。
白石公成ＲＣ、今岡正士ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ会員会則委員、原英二ＭＣ・ライ
オンズ情報・地区誌・大会参加委員、明比保親ＲＣＡ 本日はお忙しい中、例会訪
問ありがとうございます。
暑いですね！！という言葉しか出ませんね！皆さん、暑さに負けないように頑張り
ましょう。
暑い！！
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松本 清
秋山義則
永井健之
内田真弓
曽我部正二
塩崎 卓
石井敦士
白石啓子
大西健司
藤田修生
塩崎安規
田尾忠士
土岐和美
酒井志津香
安井誠一

岩崎隆義

チャーターメンバーとして入会させていただき、24 年目にして初めての皆勤賞でし
た。ありがとうございました。
納涼例会ということで久しぶりにビアガーデン。楽しみにしていました。
暑さに負けず！暑さに負けず！！うなぎを食べて熱く熱く頑張りましょう。
白石様、今岡様、原様、明比様、ご来訪ありがとうございます。
３３６-Ａ地区２Ｒ－ＲＣ白石様、今岡様、原様、明比様、御来訪ありがとうござい
ます。
白石様、今岡様、原様、明比様のご来訪歓迎いたします。今日は懇親会があります。
楽しく盛り上げましょう。
7/1 に無事に事務所移転オープン致しました。たくさんのお祝いありがとうござい
ます！！今後とも宜しくお願い致します。
個人的な話ですが、この連休、愛媛に帰るとチケットを取った東京に住む娘に、帰
って来るのを辞めさせました。コロナ！！なんとかなって欲しい。
大変暑くなりました。体調管理に気を付けましょう。
久々に屋上を使っての納涼例会です。
ＲＣ、ＲＣＡ、地区委員の例会訪問歓迎いたします。久しぶりの懇親会、楽しく盛
り上がりましょう。
本日は納涼例会ですネ。２Ｒ－ＲＣ白石Ｌはじめ地区委員の方々をお迎えしての例
会よろしくお願い致します。
梅雨も終盤に来たと思いますがこれからは暑さ対策
に気を付けて頑張って下さい。
今日はビアガーデン楽しみです。
例会に続いて納涼会、盛り上がってワンチーム促進し
ましょう。ボーイスカウト会合と重複し、納涼会出席
できず申し訳ございません。
笑顔、元気で夏とコロナ乗り切りましょう。

＊８月第一例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
篠原孝尚
小野耕嗣
永易 勲
秋山義則
内田真弓
横井俊幸

曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子
白石啓子

横井俊幸さんが退院され例会にご出席いただいています。これで全員揃いました！
皆様元気にこの一年を進んでいきましょう。〝ひうちは One Team で We Serve〟
来賓の方４名お忙しい中、御来訪感謝申し上げます。コロナ禍 25 周年に向けて一致
団結！！
コロナ感染者が増えてきてます。皆様十分気を付けてください。
暑くなってきました。皆さん、充分、水分補給をして、熱中症にならないように気
を付けましょう！
お祭りも中止ですね！
本日は清水さんの仕事が志事という卓話を楽しみにし
ていました。ありがとうございます。
大西様、真鍋様、来訪ありがとうございます。清水様、
卓話楽しみです。
お久しぶりです。色々と迷惑かけました。徐々にやって
いこうと思います。ゴルフと夜の付き合いは秋以降で
お願いします！
大西先生、真鍋和人様、清水所長、御来訪ありがとうございます。
新居浜市立西中学校校長 大西誠様、新居浜市スポーツ少年団部長 真鍋和人様よろ
しくお願いします。キャリア共有研究所所長 清水美穂様 卓話楽しみです。
せっかくコロナが収まりつつありましたが愛媛で先日コロナが出て残念です。どこ
でもらうか分からないので、今以上に気を引き締めて行こうと思います。
初めて愛ロード清掃に参加できました♡
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大西健司
藤田修生
塩崎安規
田尾忠士
土岐和美
酒井志津香
安井誠一
岩崎隆義

暑くなりました。夏本番です。
先日の早朝清掃活動ご苦労様でした。暑い日が続きます。
大西校長、真鍋本部長、清水所長の来訪を歓迎致します。
毎日コロナ・コロナのニュースばかり。皆様気を付けましょうね。気温も 30 度越え
大変です。
遅い梅雨もようやくあけましたが、暑い毎日が続いて
います。皆様なお体を大切に頑張ってください。
コロナや熱中症に負けない体力作りをしましょう。
愈々夏本番 新型コロナウイルス＋熱中症対策しっか
りして乗り切りましょう！
コロナにかかると何が大変か？肺の機能が低下すると
元に戻らないそうです。気を付けたいね。

＊８月第二例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
篠原孝尚
小野耕嗣
永易 勲
松本 清
内田真弓
横井俊幸
曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子

白石啓子
大西健司
藤田修生
田尾忠士

土岐和美
酒井志津香
安井誠一

本日はＺＣ、ＺＣＡ訪問例会です。勢力的にご活躍のお二人をホストクラブとして
クラブ全体で後押ししましょう。
ＺＣ、ＺＣＡをお迎えして…と言いつつ何か変な感じです。コロナ禍 25 周年に向け
て張り切って進みましょう。
暑い日が続いてます。皆様熱中症にならない様に、
十分気を付けて下さい。
コロナ、猛暑の大変な環境下ですが、しっかり体調を
整えて、皆で乗り切りましょう！
エアコン修理受付中です！！
今度の 25 周年を是非とも 50 名をクリアしていきま
しょう。お願いします。
２Ｒ－１ＺＣ塩崎様、ＺＣＡ眞鍋様、来訪ありがとうございます。
猛暑が続きますが、水分補給して熱中症に気を付けよう！
塩崎様、眞鍋様、ありがとうございます。熱中症に気を付けて水分補給を！
お盆が過ぎても暑い日が続いてます。体調くずさな
いように気を付けて下さい。
「暑い」という言葉は言わない日はないくらい毎日
暑くて体力が奪われる毎日ですが、皆さん倒れないようにこまめに水分と休憩をと
って下さい。
朝、ライオンズラインに花火の映像を送ったら、皆さんが喜んでくださいました。
暑い中、コロナの中、頑張りましょう(*^-^*)
大変暑い毎日が続いています。皆様熱中症に気を付けてください。
暑いです。水分とっています。個人マイナンバーカー
ド申請に１ヶ月半かかり今日もらってきました。
本日の例会３３６－Ａ地区２Ｒ－１ＺＣ塩崎安規
Ｌ、ＺＣＡ眞鍋啓太Ｌ、御苦労様です。一年間よろし
く。
コロナウイルスと熱中症に振り回されている今日此
の頃、充分対策を取り、元気で過ごして下さい。
今日はお誕生月です。夏生まれですが、暑さには弱い
です。素敵な花束を見て元気になれそうです。
暑熱対策、コロナ対策、今年の夏は大変ですね。お互いに健康第一で過ごしましょう。
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Ｂｉｒｔｈｄａｙ
７月
８月

９月

１０月

１１月

Wedding anniversary

白石啓子 （１４日）
小野 勲 （２日）
亀崎千恵 （２日）
直野誠司 （２日）
松本秋津 （２日）
越智慈子 （６日）
土岐和美 （１０日）
大石 豪 （１９日）
酒井志津香（２４日）
高橋啓子 （２５日）
大西健司 （３日）
安井誠一 （３日）
永易 勲 （１３日）
二神 恵 （４日）
堀 亘
（１５日）
曽我部正二（３１日）
塩崎安規 （１０日）
永井良幸 （１３日）
篠原孝尚 （２０日）

７月

塩崎安規・珠美 （３日）
近藤良二・絵璃奈（３１日）

８月

越智慈子・誠司 （７日）

９月

岡田直人・好美 （１０日）
松本 清・富美子（１２日）
伊藤嘉彦・友子 （１９日）

１０月

曽我部正二・恵 （６日）
横井俊幸・伊都美（７日）
田尾忠士・美智子（１０日）
秋山義則・セツコ（３１日）

１１月

永井良幸・忍
（１１日）
永易 勲・しのぶ（１５日）
酒井志津香・英治（１８日）
高橋啓子・幸夫 （２３日）

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊
７月より越智会長体制が始まり２ヶ月経ちました。なかなか終息の見え
ない新型コロナ、平年よりも随分暑い夏を、我が新居浜ひうちライオンズ
の２５周年記念大会に向けて、One Team で乗り切っていきましょう！
今回は三役や各委員長就任の挨拶文をたくさんの方にお願いし、スケジ
ュールの遅延もほとんどなく提出していただきまして、無事に今年度最初
の会報誌を発行することができました。ありがとうございます。
今年度もクラブ並びに広報委員会へのご協力をよろしくお願いいたしま
す。

Ｎ．Ｋ

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌
会長

越智慈子

ＭＣ委員長

幹事 小野耕嗣
戒田憲昭

例会場

会計 永易 勲

広報委員長

堀 亘

グラッツェふじ

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０
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