1

2

伊予土居ライオンズクラブ合同例会
計画大会委員長 藤田聖一
令和２年９月１６日に伊予土居ＬＣと新居浜ひうちＬ
Ｃの合同例会が行われました。例会はスムーズに行われ
懇親会へ。コロナ対策がバッチリなレーイグラッツェふ
じさんで伊予土居ＬＣさんとおいしい芋炊きを頂きまし
た。途中、伊予土居ＬＣ大橋会長によるきゅうり切り
や、森高様にもコロナについてお一言いただき懇親が深
まったのではないかと思います。また、伊予土居ＬＣの
皆様にはメルファーふたがみさんのお菓子もお持ち帰り
いただき、良い合同例会になったのではないかと思いま
す。コロナが終息に向かい、来年も伊予土居ＬＣさんと
合同例会ができる事を楽しみにしております。

第３回少年ソフトボール大会
青少年委員長 近藤良二
９月１９日(土)新居浜河川敷コートにて「第３回ひうちライ
オンズ杯少年ソフトボール大会」を開催しました。
本大会は新居浜市スポーツ少年団登録団１５チームが集結し、
メンバー篠原第一副会長の始球式をもって大会がＳＴＡＲＴ。
熱戦を繰り広げた結果、激戦を制したのは『高津ソフトボール
クラブ』ソフトボールを応援する掛け声や、真剣なまなざしの
少年少女の姿を見て感動しました。
設営に関しても新居浜ひうちライオンズクラブはＯＮＥ ＴＥＡＭとなり滞りなく開催でき
たこと誇りに思っております。今後も少年ソフトボールができる環境を整え支援を続けても
いい素晴らしい事業だと感じました。
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第一回献血報告
９月２０日（日）イオン新居浜
受
付
400ml 採血
不 採 血

１４７名
１３６名
１１名

たくさんのご協力ありがとうございました。
第二回目は、Ｒ３年１月２４日（日）です。次回もよろしくお願いします。

世界ライオンズ・デー
保健福祉・環境保全委員長 直野誠司
令和２年１０月８日（木曜日）
「黒島海浜公園」に於いて、

Ｂｅｆｏｒｅ

世界ライオンズ・デー新居浜４クラブ合同早朝例会が開催されま
した。今期は、３３６－Ａ地区酒井ガバナーからの基本事業の一
つとして、公共公園及び公共トイレの美化プロジェクトがありま
した。
前日の７日から、ＺＣ塩崎安規さんのご指導のもと、例会の準
備と草刈り、トイレ掃除をしました。私が担当した草刈は、４５
リットルのごみ袋に１００袋余りの草が取れて驚きです。中々大
変でしたが、たくさんの方々の御協力があり嬉しかったです。
当日は、悪天候の中、４クラブがそれぞれの担当場所を清掃し、
新居浜ひうちは海岸を清掃、その後の早朝例会も
無事に終える事ができました。
この二日間を振り返ると、奉仕の精神を、ひうちのワンチーム
で全う出来たことに達成感を味わう事が出来ました。
御協力ありがとうございました。そして、本当にお疲れ様でした。
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１Ｚ相互訪問例会に参加して
幹事 小野耕嗣
本年度は、塩崎１ＺＣの呼びかけにより、９月に入って、１Ｚ内の例会「相互訪問」がスタ
ートしました。別子・中央・新居浜・ひうちの順に行いましたが、私は、越智会長・塩崎２５
周年実行委員長と共に、
「新居浜別子ライオンズ」そして「新居浜ライオンズ」の二つの例会
に参加をさせて頂きました。
今までに、他のクラブの例会に参加したことが、はたしてあっただろうか？記憶もないくら
い、あったとしても、遠い昔のことだろうと思います。そういう意味では、他クラブの例会
を訪問することに興味があり、楽しみにしていました。
まず、９月１７日「新居浜別子ライオンズクラブ」を訪問しました。別子ライオンズクラ
ブは、我が「ひうちライオンズクラブ」のスポンサークラブです。ひうちライオンズクラブ
立ち上げ当初から、ほぼ、別子ライオンズクラブに、教えて頂き、今の当クラブの姿があり
ます。そう言えば、立ち上げ前、私は、初年度、
「出席推進委員会・委員長」だったため、別
子ライオンズクラブ例会を訪問して、出席票のグラフの写真を写して、それを参考に、出席
票を手作りしたことを思い出しました。会場も同じで、例会の進め方も同じようで、やはり、
別子ライオンズクラブをお手本にして、今の我がクラブの運営方法があることを感じました。
そして、９月２３日には、
「新居浜ライオンズクラブ」を訪問させていただきました。会場
は「ユアーズ」でした。新居浜ライオンズクラブは、歴史は古く１９６０年に結成されてい
ます。会員も６０名を超えたとのこと。まさに、本年度は６０周年を迎えられます。我々か
らすると、模範となるライオンズクラブです。
会場に入る時から、何か緊張感のようなものがあり、これは引き締まった例会になるのでは
ないかと思いました。例会の会場の様子は、我が「ひうちライオンズクラブ」とは、全く違っ
ていました。まず、会員のテーブルは円卓です。人数の多さもありますが、司会される方の
運営のうまさ。
（もちろん我がライオンズクラブの司会も引けを取らないくらい上手いのです
が・・・）司会が少し間違ったことを、次にスピーチされる方が、早速そのことを、取り上げ
て、会員の笑いを誘うユーモアのセンス。また、役員、理事、委員長、委員会のメンバー、そ
れぞれの役割の重要性のようなものも感じさせていただきました。
また、昼食時には、全員そろって「頂きます。」と言う、当たり前のようなことをしっかり大
切にしている姿。全てが新鮮に感じました。
相互訪問によって、各ライオンズクラブの
文化の違いを感じることの出来た、良い機会
を与えてもらったと思っています。
次年度は、どうされるかわかりませんが、
これからもこういった機会を作って頂き、当
ライオンズの他のメンバーのみなさんにも、
是非、
「相互訪問例会参加」の経験をして頂き
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たいと思います。
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新居浜ひうちライオンズクラブ結成 25 周年記念事業講演
腰塚勇人「命の授業」

～ドリー夢メーカーと今を生きる～
会長 越智慈子
講演当日。昨夜からの大雨が止み、快晴！
思い起こせば、塩崎大会委員長、小野幹事に、私は、
新居浜の全ての中学生さんに「命の授業」を伝えた
い！！とお伝えしたのが今年初め。無謀な私の提案
にも関わらず、2 人はその場で、やってみようと即
答してくれました。
そうこうしていると、コロナの渦に巻き込まれて、
このような人を集めて講演という事業は不可能か
と感じ、塩崎大会委員長とともに、すがる思いで、
新居浜市教育委員会に事業について相談にいきま
した。そうしたところ、「コロナ禍で、子どもたち
は、表に表せない様々なストレスを抱えている。今
こんな時だからこそ是非この事業を実現して欲し
い」と、思ってもみない返事が返ってきました。教

育委員会や中学校の後押しで、みるみる準備が進みました。
そして当日、腰塚先生の素晴らしい講演を通して、中学生は、命の使い方について理解を
深め、生きる意味を考えることが出来たのではないかと思います。
両校とも、きれいに清掃された敷地内、校舎、体育館、整然と並んだ生徒の椅子(環境)。聴
く姿勢も大変良いことからも、受講前から腰塚先生の想いが浸透しているかのように感じま
した。講演の反応も期待以上のものでした。
また、中学生はもちろん、私たち大人にも気づきが多かったです。まずは、自分のドリー
夢メーカーは自分であり(自己肯定)、更に他者のドリー夢メーカーになれるよう日々成長し
たいなと痛感いたしま
した。私たちのクラブの
事業は全てこのドリー
夢メーカーの役割が大
きいと思います。ひうち
の各アクティビティの
充実感を再確認し、クラ
ブの未来もしっかり見
据えることができまし
た。
皆様本当にありがとう
ございました。
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生徒達からの感想を一部紹介

※記載許可頂いています。
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第２５回小学生バレーボール大会
第二副会長

伊藤健二

第２５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１１月１４日（土）
・１５日（日）に
開催されました。
クラブ創立以来継続されている青少年育成事業で、今期
クラブ創立２５周年記念事業として計画を進めてきまし
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開
会式は行わず試合のみの開催となりました。
参加チームは県内近隣に絞り２６チームと、通
常よりもかなり少なめの参加数でしたが、白熱
した試合が繰り広げられ、男子・混合の部は四
国中央 JVC・中之庄 JVC、女子の部はウエスタ
ン JVC・櫻井 JVC が見事優勝されました。
大会運営に関しては新居浜市バレーボール協
会の皆様が、しっかりと感染防止策を取られて
おり、参加者の皆さんも安心して試合に臨めたと思います。来年はいつも通りに戻って、子
供たちも思いっきりプレーできる環境になってほしいものです。
最後に、今大会にご尽力いただきました、新居浜市バレーボール協会をはじめ関係者の皆様、
大変ありがとうございました。
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新居浜ライオンズクラブ結成 60 周記念式典・祝宴
会計 永易 勲
１１月１４日（土）新居浜ライオンズクラブ６０周年記念式典・祝宴に参加させて頂きま
した。新居浜ライオンズクラブ様の６０年という歴史に敬意を表しますと共に心よりお祝い
申し上げます。
まず、あかがねミュージアムにて記念式典が行われました。白石実行委員長の挨拶に始ま
り、伊藤会長、新居浜市長、３３６－Ａ地区ガバナー酒井氏からのご挨拶があり、市内小中
学校にタイムカプセル記念事業の贈呈も行われました。次に、永年在籍表彰。続いて、３０
年無遅刻無欠席の塩見様の表彰がありました。塩見様・・ライオンズ愛、社会への奉仕愛と
健康の全てが揃っていないと達成はできない偉業に、凄い！の一言であります。
そして記念講演。講師は、
“全盲のヨットマン岩本光弘さん”の・・・
『ハンディキャップが
あっても諦めなければ夢は実現する』ニュースキャスターの辛坊さんと太平洋ヨット横断に
挑戦したことでも知られている方です。
講演は、最初から最後まで感動の連続でしたが、一番感動した言葉は・・・
『絶望には意味がある。その意味を見出した時、絶望が希望に変わる』でした。
生きていくには意味がある。自分は改めてそう思いまし
た。素晴らしい講演を有難うございました。
場所をユアーズに移動し、祝宴を行いました。ご参加さ
れたメンバーの皆様お疲れ様でした。何より今この大変な
渦中に、無事お祝いに各クラブメンバー様が集えた事が奇
跡だと思いました。
来年３月は、いよいよ“新居浜ひうちライオンズクラブ
２５周年記念式典”であります。コロナ禍の厳しい状況で
はありますが、どうかメンバー全員が揃って、最高のお祝いができる状況になりますように
と強く祈っております。
ひうちはｏｎｅ ｔｅａｍメンバー全員一丸となって、成功させましょう。

新居浜ライオンズクラブ結成 60 周年記念ゴルフ大会
第一副会長

篠原孝尚

１１月１５日（日）新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念ゴルフ大会が、新居浜カン
トリークラブにて開催され、１組目：越智慈子さん、真鍋啓太さん、横井俊幸さん、私（篠原
孝尚）、２組目：塩﨑卓さん、小野勲さん、永井健之さん、大西理紗さん、３組目：直野誠司
さん、小野耕嗣さん、大西健司さん、戒田憲昭さんの計１２名が参加しました。
天気にも恵まれ、ゴルフをするのには最高の天気でした。私は、ひうちライオンズに入っ
て昨年の夏に初めてコースを回り今回が７回目でしたが、練習する機会もなく初めてプレイ
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した時と変わらない１４０後半という安定の
成績でした。
結果は、ひうちのメンバー６名が賞品を頂く
という素晴らしい結果でした。 ブービーと、
ブービーメーカーは、どのクラブにも譲らない
完璧なプレイだったと思います。
（笑）
新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周
年記念ゴルフ大会も３月に開催されます。私の
ような、初心者でも問題なくコースを回ってます。
（かなり歩いてますが…泣） 各方面から、
お誘いを受けられている方この機会に始めてみてはいかがですか。
何はともあれ、新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念ゴルフ大会に参加されたメンバ
ーの皆様、お疲れ様でした。

３３６－Ａ地区２Ｒ第一回新会員オリエンテーション出席報告
安井誠一
令和２年１１月２８日（土）新居浜商工会館にて開催され、１０クラブから新入会員２３名
が受講した。
新居浜ひうちライオンズクラブからは、大西理紗、亀崎千恵、永井良幸、堀亘、安井誠一の５
名が出席、引率が松本清委員長。
開会ゴング・開会宣言・国旗に敬礼から始まり、厳かな雰囲気で進行した。研修は、講師
地区ガバナー・地区名誉顧問

元

西原透様から

『１９１７年シカゴにおいてメルビン・ジョーンズが世のため人のために何かを始めなけれ
ばと言う尊い意思から創設し、現在は全世界 140 万人の会員を有する世界最大の奉仕団体に
なっている。
』とライオンズの組織及びその理念等１時間にわたり説明があった。
講義を通して、強調されたことは、
① １００年を超えて活動が続いていることは何か良いことがあるからだ。会費は勿体ない
と思わず入会をチャンスと捉えて人のため、世のため頑張ってほしい。
② ライオンズの奉仕活動は、仲間と一緒に奉仕する、個人でなく仲間と行うのであり、その
為に仲間を増やす活動をやっている。
③ クラブの運営に携わることで、クラブ内の人的ネットワークを広め深めることができる。
④ クラブの会員で尊敬できる人、信頼できる人にくっついて活動することで、困った時に
助けて貰える。
⑤ 今の時代、人がなかなか集まらない中で、どのような奉仕活動ができるのか、新しいアク
ティビティを作り出すために、皆さんの力が必要だ。
⑥ クラブを元気づけるために発信し、行動して欲しい。
最後に、研修会を開催運営下さった３３６－Ａ地区２Ｒの役員の皆様にお礼申し上げます。
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３３６－Ａ地区２Ｒリーダーシップ研修会
ライオンテーマー 永井健之
１１月２８日（土）新居浜商工会議所にてライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区２Ｒ
リーダーシップ研修会が開催され、篠原第一副会長、伊藤健二第二副会長、戒田ＭＣ、蓮尾
さんと一緒に参加させてもらいました。
研修会では元地区ガバナーである関野地区名誉顧問の約９０分の講義を受けさせて頂きま
したが、関野様のとても温かいお人柄溢れる雰囲気づくりによって終始笑いが絶えないリラ
ックスできる学びとなりました。
講義内容は関野様とライオンズの出逢いから、これまでご尽力されたライオンズ活動の経
験をわかりやすく共有させて頂けたことで、あらためてライオンズクラブの歴史とグローバ
ル性、そして、これからウィズコロナ、アフターコロナを迎えるニューノーマル(新常態)の
時代の中で、いかに『Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』という志が重要なのだということが実感できました。
感謝です。
何より、眞鍋ＺＣＡの素晴らしい司会進行２６名中６名（眞鍋ＺＣＡ含む）がひうちライ
オンズのメンバーでしたので、ひうちの勢いを感じることができて大変嬉しく、心強く思い
ました。ありがとうございました。

愛ロード清掃
曽我部正二
１１月２９日（日）朝７時よりリーガロイヤルホテル前にて、愛ロード清掃運動に２７人
参加していただきました。日曜日の早朝にも関わらず過去最高の人数が参加されました。あ
りがとうございます。これも、直野委員長の熱意、段取りの成果です、感謝申し上げあげま
す。リーガロイヤル
ホテルの方々、宿泊
者、喜んでいると思
います。街を綺麗に
することで自分自身
の心も洗われた気が
します。皆でひうち
ライオンズのメンバ
ーが喜んで団結して
より一層奉仕活動に
貢献してまいりまし
ょう。
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新 入 会 員 紹 介
株式会社 フロンティア 代表取締役

うまこし たけし

馬越

健

この度、越智会長・秋山義則さんのご紹介により、入会させて頂く事
になりました。
ライオンズは、今まで関わって来たボランティア活動とは違う次元の活
動をされていて、わたしのような者が入会出来る会だとは、思ってなか
ったので長年断り続けていましたが、お二人の熱意に負けて入会致しま
した。入会した以上は、出来る範囲で頑張りたいと思いますので、よろ
しくご指導をお願いします。
また新居浜市では、馬越と書いて（バコシ）と読まれる方が多い様で
すが、私は、
（うまこし）と読みます。お見知りおき、よろしくお願い致します。
弊社は、障がい者雇用を専門で運営する株式会社として、２０１１年 1 月１２日に設立さ
れました。施設として、就労継続支援Ａ型事業者「しいたけの里」を運営しております。また
現在、四国中央市豊岡町に同じＡ型事業所「もあ」の開設に向けて行政と調整中です。
障がい者雇用施設には、Ａ型Ｂ型や生活介護等ありますが、当施設Ａ型事業所は、利用者
と雇用契約を結んでいるところが、他の施設と違うところです。雇用契約を結ぶという事は、
皆さんもご存知の様に従業員（利用者）は法律で守られています。
弊社は、障がいを持っていても将来は、一般会社で就労出来るように、必要なスキル（就
労に対する心構え、挨拶等）を身に着けて頂けるように応援しています。
日々アンテナを立てながら、雇用が継続できるように、努力しています。何かヒントが有れ
ばご紹介頂ければ幸いです。
また現在は、防災士としても地域に関わっていますので、何かお役に立てることが有れば
と思います。話せば長くなりますので、この辺りにて失礼いたします。
未熟者故、忘れる事が多くありますので、会員の皆様の心温かいご指導ご支援を切にお願
いいたします。

Ｔ．Ｋ．Ｅ合同会社

こにしたかのり

代表社員 小西 孝 典

この度、縁があり、新居浜ひうちライオンズクラブへ入会させて頂き
ました小西孝典と申します。
私は、機械設計・製図、WEB 作成事業他、小規模な会社ではあります
が、事業拡大に現在力を注いでおります。
自治会活動や子ども食堂など身近なところで活動していましたとこ
ろ、当クラブへの入会のお誘いを頂きました。
身近なところから、新居浜市全体へと微力ながら諸先輩方と一緒にこ
れから活動できることを楽しみにし、自分の成長の糧とさせて頂きたいと思います。
若輩者ではございますが、皆様方、今後ともご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
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第 587 回 9 月第一例会
令和 2 年 9 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 安井誠一
・議事録作成者指名 伊藤嘉彦
・来訪者紹介 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
・支援金贈呈 小学生バレーボール大会
・ＭＪＦ献金表彰 越智慈子、塩崎安規
・長寿祝い 小野勲、岡部俊一、田中克美、日野
満明、松本清
・結婚記念月 岡田直人、松本清、伊藤嘉彦
・誕生祝い
大西健司、安井誠一、永易勲
庭の片隅にそっと埋めてやりました。
・委員会報告
会員会則 会員増強のお願い
広報 会報誌原稿のお礼
青少年 9/19 少年ソフトボール大会
保健福祉環境保全 9/20 第一回献血
・幹事報告・理事会報告 スケジュール等
・出席報告 34/46 77.3％
・テールツイスタータイム ドネーション 40,000
円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 田中克美
第 588 回 9 月第二伊予土居ＬＣ合同例会
令和 2 年 9 月 16 日（水）12：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・ライオンズの誓い
・会長挨拶 新居浜ひうちＬＣ会長 越智慈子
伊予土居ＬＣ会長 大橋勝英様
・幹事挨拶（幹事報告）
・審議 ２件可決
・委員会報告
青少年 平和ポスター作品１点回収
・閉会ゴング
第 589 回 10 月第一例会・世界ライオンズデー
１Ｚ合同早朝例会
令和 2 年 10 月 8 日（木）6：000～黒島海浜公園
・開会ゴング
・黙祷
・会長挨拶 新居浜ひうちＬＣ会長 越智慈子
・地区役員挨拶
２Ｒ－ＲＣ 白石公成様
２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ 塩崎安規様

ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員 原
英二様
・出席報告 31/44 70.4％
・閉会ゴング

第 590 回 10 月第二例会
令和 2 年 10 月 20 日（火）12：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 藤田聖一
・議事録作成者指名 亀崎千恵
・来訪者紹介
新居浜ＬＣ
第二副会長 後藤達也様
直前会長 古川貴章様
幹事 大上幸雄様
新居浜中央ＬＣ
会長 秋山克幸様
幹事 千葉英明様
会計 土遠龍児様
新居浜別子ＬＣ
会長 武田軍司様
第一副会長 吉岡直輝様
幹事 山田強様
・会長挨拶
・来訪者挨拶
新居浜ＬＣ第二副会長 後藤達也様
・塩崎ＺＣより
ライオンズデー、相互訪問協力のお礼、ＬＣＩＦ研
修会に参加して
・ＬＣＩＦ献金について 直前会長兼ＬＣＩＦコーディ
ネーター眞鍋啓太
・誕生祝 二神恵、堀亘、曽我部正二
・結婚記念月
曽我部正二、横井俊幸、田尾忠士、秋山義則
・委員会報告
会員会則 会員増強のお願い・新会員オリエン
テーションについて
広報 会報誌原稿依頼
・幹事報告・理事会報告 スケジュール等
・審議 １件可決
・出席報告 32/46 72.7％
・テールツイスタータイム ドネーション 68,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 曽我部正二
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第 591 回 11 月第一例会
令和 2 年 11 月 10 日（火）12：30～グラッツェふじ
・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 高橋啓子
・来訪者紹介 障がい者総合支援に基づく指定就労
継続支援Ａ型事業所 しいたけの里 株式会社フ
ロンティア 代表取締役 馬越健様
・会長挨拶
・卓話 講師 しいたけの里 馬越健様
・ＭＪＦ献金表彰 眞鍋啓太
・誕生祝 塩崎安規、永井良幸、篠原孝尚
・結婚記念月
永井良幸、永易勲、酒井志津香、高橋啓子
・委員会報告
広報 会報誌原稿依頼
計画大会 次回の卓話について
25 周年 マリンパーク寄贈遊具について報告
青少年 11/14～15 バレーボール大会タイムスケジ
ュールについて
・幹事報告 事務局不在時の対応について
・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 50,000 円
・ライオンズローア 蓮尾有里
第 592 回 11 月第二例会
令和 2 年 11 月 24 日（火）12：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・議事録作成者指名 岡田直人
・来訪者紹介
日本のお手玉の会新居浜市部武田信之様
・入会式（ライオンズの誓い） 馬越健さん
スポンサー越智慈子 計画大会委員会へ所属
・会長挨拶
・卓話 「お手玉が癒す心とからだ」
講師 日本のお手玉の会新居浜市部 武田信之様
・マスターキー表彰 藤田修生
・メンバーシップキー表彰 内田真弓

・委員会報告
会員会則 新入会員、各オリエンテーション案内
財務 問題なし
計画大会 １２月第一例会忘年会景品について
25 周年 マリンパーク遊具決定
青少年 ブラスバンドコンサート 12/13 拠出金
保健福祉環境保全 清掃 11/29 拠出金
・幹事報告・理事会報告
今後のスケジュール・ＣＮ例会の会場の変更
・審議 ３件可決
・出席報告 34/45 75.6％
・テールツイスタータイム ドネーション 38,000 円
・ライオンズローア 直野誠司
第 593 回 12 月第一例会
令和 2 年 12 月 1 日（火）18：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・議事録作成者指名 永井良幸
・入会式（ライオンズの誓い） 小西孝典さん
・会長挨拶
・誕生祝 永井健之、内田真弓、日野満明
・結婚記念月 藤田修生、源代晴基、土岐和美
・新居浜 LC60 周年記念ゴルフ大会表彰
・ＺＣよりリジョン会議の報告
・委員会報告
広報 会報誌原稿依頼
計画大会 家族忘年会中止で懇親会検討中
25 周年 マリンパーク遊具寄贈の他に伊藤石材さ
んより石像２体の寄付。除幕式考案中
青少年 ブラスバンドコンサート大生院・船木・北の
三校と新居浜市民吹奏楽団が参加
・幹事報告 古本募金のお願い、今後のスケジュール
・出席報告 42/46 91.3％
・テールツイスタータイム ドネーション 46,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア 藤田聖一
・集合写真撮影

＊９月第一例会＊
越智慈子

今日から９月のスタートですね。残暑厳しいです。お体ご自愛ください。９月は少
年ソフトボール大会、１Ｚの相互訪問、伊予土居ＬＣ様との芋炊き例会、ゾーン会
議、ガバナー公式訪問ともりだくさんです。楽しんでやっています。
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眞鍋啓太
小野耕嗣

戒田憲昭
松本 清
永井健之
内田真弓
曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子
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
二神 恵

２Ｒ－４Ｚの合同例会がコロナ禍で延期になりました。まだまだ地域によっては神
経を使っているようです。早く終息することを祈ります。
古希を迎えられた、松本清先生岡部俊一さんをはじめ、70 歳代の皆さん、本日のお
祝い、大変おめでとうございます。諸先輩のお元気な日頃のご活躍を拝見しており
ますと、自分のこれからの将来にも、明るい希望が持てます。これからも我々若い？
メンバーに対し、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
会報誌へのご協力ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。
中平様を歓迎いたします。私も、初代教育市民委員長として、優勝旗の作製をはじ
め、多々の大変だった事柄を思い出します。コロナに負けず頑張ってください。
残暑お見舞い申し上げます！！
長寿祝いの皆さんおめでとうございます。
バレーボール連盟代表理事中平様来訪ありがとうございます。同級生としてお互い
に元気に居ましょう！
新居浜市小学生バレーボール連盟代表理事中平様、御来訪ありがとうございます。
今日から９月ですね。式次第を見るともう芋炊きの季節なんですね。あっという間
に１年が過ぎてしまいそうで、１日 1 日を大切にしていきたいと思いました。
暑さが和らいで良い季節到来と共にコロナ収束を願
っています。
毎日暑いですね。涼しい時はいつ来るのやら。
暑い日が続きます。ビアガーデンが終わりました。９
月スタートです。
残暑厳しいですネ。9 月 5 日（土）は三役さん、第一
副会長さん、会員理事さん、ゾーン会議への出席よろ
しくお願いします。
本日の例会長寿祝い５人おめでとうございます。小野勲Ｌ、岡部俊一Ｌ、田中克美
Ｌ、日野満明Ｌ、松本清Ｌ。
先週の 25 日大腸のポリープを内視鏡にて５ヶ所取りました。成分検査の結果は 9 月
4 日に判明予定です。大事ないとは思います。
9 月に入っても残暑厳しそうですが、夏バテせず頑張ろうと思います。会員の皆様
もご自愛ください。
暦の上では秋ですが、なかなか暑い毎日です。先週から一週間血圧が 200 を越えて
しまいました。夏バテのせいでしょうか。今は元気になりました。

＊９月第二例会＊
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
曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子

白石啓子

今回で 7 回目となる伊予土居ＬＣ様との交流が今年も叶い大変嬉しく思います。高
橋啓子さん例会参加ありがとうございます。
伊予土居ＬＣの皆様心より歓迎いたします。お時間の許す限りお楽しみください。
伊予土居ライオンズクラブの皆様、本日はお忙しい中、合同例会懇親会のご参加あ
りがとうございます。
伊予土居ＬＣの皆様、合同例会ご参加ありがとうございます。
コロナを忘れて（気を付けて）楽しみましょう！
伊予土居のなつかしいお顔が見れました。嬉しい～
伊予土居ＬＣさんありがとうございます。
伊予土居ＬＣ様、来訪ありがとうございます。
本日は伊予土居ＬＣさんと合同例会です。よろしく
お願い致します。
朝夕涼しくなってきましたが、まだ昼間は暑いので
着る服に困ってます。皆様風邪
に気をつけてください。
いもたき楽しみです。
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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
岩崎隆義

今日伊予土居ＬＣとの合同例会楽しく過ごしましょう。
伊予土居ＬＣの皆様のご来訪を歓迎いたします。
今日は伊予土居ＬＣとの合同例会です。皆さんよろしくお願いします。
本日の例会は、２Ｒ－３Ｚ伊予土居ＬＣとの合同例会です。よろしくお願い致します。
伊予土居ＬＣさんとの合同例会及び懇親会が出来る様になり良かったと思っており
ます。今後共長く続けられるといいですね。
永井さんのピンチヒッターで司会をさせて頂きます。皆様にハラハラさせながら頑
張ります。
涼しくなりました。今年の夏も無事元気で乗り切りましょう。

＊１０月第二例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
篠原孝尚
伊藤健二
小野耕嗣
永易 勲
松本 清
内田真弓
曽我部正二

塩崎 卓
東 裕子
白石啓子
塩崎安規
田尾忠士
土岐和美
酒井志津香
安井誠一

本日は新居浜ライオンズクラブ様、新居浜中央ライオンズクラブ様、新居浜別子ラ
イオンズクラブ様のご来訪心から歓迎いたします。
歴史と伝統のある先輩３クラブのお歴々をお迎えして身が引き締まります。1 ゾー
ン末席の我がクラブの増々のご指導をお願いしつつ心より歓迎申し上げます。
本日は、新居浜ＬＣ、新居浜中央ＬＣ、新居浜別子ＬＣの方々、お忙しい中の御来
訪ありがとうございます。
各ライオンズクラブの皆様ご来訪ありがとうございます！
本日は、１Ｚ内相互訪問日です。ご訪問いただいた３クラブの皆さん、お忙しい中
のご出席、ありがとうございます。歓迎いたします。
寒くなりましたね！
３クラブの御来訪を歓迎いたします。
３クラブご訪問ありがとうございます。
新居浜ライオンズクラブ、新居浜中央ライオン
ズクラブ、新居浜別子ライオンズクラブ、来訪あ
りがとうございます。新居浜ひうちライオンズ
クラブ 25 周年記念、何卒よろしくお願いしま
す！
本日は例会訪問ありがとうございます。新居浜
ＬＣ、新居浜中央ＬＣ、新居浜別子ＬＣの皆様、よろしくお願いします。
朝晩寒くなり、昼間は暑いため服装に困る毎日ですね。体温調節に気を付けてコロ
ナはもちろん風邪ひかないように気を付けましょう。
少しずつ活動に参加させて頂き、皆さんの素晴らしさを感じております。出来るだ
け参加したいと思いました。
今日は、例会相互訪問最後となります。三役さんお疲れ様でした。
本日の例会は来訪者の方々が９名、よろしくお願い致します。
１Ｚ３クラブの役員の方々の来訪を歓迎致します。季節の変わり目で朝夕は寒くな
り体調を崩さない様気を付けて過ごして下さい。
朝夕寒くなりましたが体調をくずさないよう頑張りましょう。
好天の秋晴れの下、ご訪問あり嬉しい例会です。

＊１１月第一例会＊
越智慈子
眞鍋啓太

篠原孝尚

本日は(株)フロンティア代表取締役 馬越健様をゲストスピーカーにお迎えして有
意義な例会としましょう。今日は特別な日です！！
馬越先生をお招きしての卓話、心より感謝申し上げます。
（尚聞くところによると御
入会についても前向きとのことで二重に感謝申し上げます。）皆様にご報告！ＬＣＩ
Ｆに 1000 ドル献金、クラブから 4400 ドルを達成いたしました。ありがとうござい
ました。
馬越様、本日はお忙しい中での御来訪感謝致します。
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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
東 裕子

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

だんだん寒くなってきました。皆さん、風邪を引かない様にして下さい。
コロナに気を付けて下さい！！
我々の 25 周年が、来年 3 月に迫っています。その為にも、新居浜 LC の祝宴にも余
程の事で無い限り、我々も実際に是認登録全員参加で行くべきではと思います。宜
しくお願い致します。
本日は、卓話に私が尊敬しております馬越健さんをお迎え
して開催されますこと、心より感謝申し上げます。
立冬が過ぎいよいよ冬到来ですね！まだまだ世界的にコ
ロナ（COVID-19）が猛威を振るっていますので十分気を付
けて行きましょう！！
馬越さん卓話ありがとうございます。越智会長の心遣いに
感謝！会場が華やかになりました。
馬越様来訪ありがとうございます。しいたけパワーいただ
きます！
シイタケの里(株)フロンティア代表取締役 馬越
会長からのサプライズ
健様の例会訪問歓迎致します。
＊会食は会長リクエストの
朝晩寒くなりましたが、昼間は過ごしやすい季節
スタミナたっぷりメニュー
になりました。後２ヶ月弱で今年も終わり。早いで
ニンニク入豚の生姜焼き
す。残り２ヶ月気を引き締めていきます。
＊例会後の仕事を考慮して
コロナ、ワクチンに期待します！
口臭対策のガム
いい季節になりました。活動しやすいですね。
＊女子メンバー１００％出席
25 周年に向かって着々と準備ご苦労様です。豚の
を祝して女子メンバー９人
生姜焼きは免疫力アップするそうです。
＋事務局へアレンジの花を
来訪者の馬越さんを歓迎致します。今日は 53 歳の
プレゼント
誕生日です。これからもがんばるぞー
当日 100％は叶わなかった
本日の例会は卓話があります。しいたけの里の馬
けれど、会長のお心遣いに
越健様、卓話よろしくお願い致します。
感謝です。
本来なら良い季節ですねと言う時期ですが、今年
は新型コロナであまり動けないのが実情でさみし
い年ですね。
今月は結婚記念月です。36 年を記念して素敵なお花を頂きました。ありがとうござ
います。
写真も撮って頂き 25 周年近づくことを感じます。成功させましょう！
うがい手洗い、今からの季節気をつけましょうね。

＊１１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
秋山義則

素敵な仲間を増やしたい。ひうちの輪を広げたい。今期初めての入会式です。馬越
様よろしくお願いします。日本のお手玉の会武田様をゲストスピーカーとしてお迎
えしています。武田様よろしくお願いいたします。
馬越様御入会おめでとうございます。あなたの入会で我がクラブも漸く 45 名になり
ました。ありがとうございます。今後の御活躍を御期待申し上げます。
馬越健さん入会おめでとうございます。武田さん本日は卓話ありがとうございました。
コロナ感染者が広がって来ています。皆でマスク手洗
い、油断しないで、しっかり乗り切って行きましょ
う！
コロナ心配です！！
45 人目の入会をお祝いします。
今日は武田さんの柔らかい話し方と、ゆったりとした
お話はさすがであると思いました。また、馬越さんお
めでとうございます。
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内田真弓
曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子
藤田修生
田尾忠士
土岐和美
馬越 健
酒井志津香
岩崎隆義
日野満明

馬越さんご入会おめでとうございます。武田さん卓話ありがとうございます。
馬越さん御入会おめでとうございます。武田様御来訪ありがとうございます。
愛媛県内コロナが蔓延しているようです。皆さん三密を避け、気を付けましょう。
馬越健さん入会おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
①新入会員馬越さんを歓迎いたします。②武田信之さん歓迎いたします。
新入会員馬越健様、よろしく。卓話「お手玉の会」武田信之様よろしくお願いいた
します。
新入会員馬越健さん入会おめでとうございます。これ
から一緒に頑張りましょう。
新入会員です。これから、宜しくお願いします。
愛媛県もコロナ増えてますが、皆で三密を守り頑張り
ましょう。
雨にもめげず、風にもめげず、コロナにもめげず、元気
笑顔に今日もよろしくお願いします。
馬越さんご入会おめでとうございます。

＊１２月第一例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
伊藤健二
小野耕嗣
永易 勲
戒田憲昭
松本 清
秋山義則
内田真弓
曽我部正二
塩崎 卓
東 裕子
白石啓子
藤田修生
塩崎安規
土岐和美
馬越 健
酒井志津香

小西孝典

岩崎隆義
二神 恵

本日は小西孝典さんの入会、心から歓迎いたします。ひうちは大きな輪になります。
小西さん御入会おめでとうございます。漸く 46 名のライオンズクラブになりまし
た。50 名まであと 4 名、頑張ります。
小西さん入会おめでとうございます！
小西さんご入会おめでとうございます。歓迎いたしま
す。ご一緒に楽しいボランティア活動が出来ます様に。
忘年会ざんねん！！
小西さん、入会おめでとうございます。
46 名目の御入会をお祝いいたします。
家族忘年会が無くなり残念ではありますが、それもまたよし！！いよいよ 12 月に突
入しましたね。
小西さんご入会ありがとうございます。
師走 寒いけど走り続けます。ひうちライオンズも 25 周年に向けて走りましょう！
親友会員小西孝典さんの入会歓迎いたします。これからよろしくお願いします。
今日は家族忘年会が中止になりとても残念です。仕方のないことかもしれませんが、
来年は盛大にできることを祈ってます。
コロナ禍の中、多数の方のご参加素晴らしい♡なんとか乗り切りましょう。
新入会員の方を歓迎いたします。
今日は忘年会ができず残念です。コロナのばかやろー
小西孝典さん入会おめでとう。あなたは良いクラブに入会しました。皆さんと一緒
に楽しく頑張ってください。
元気でいることにありがとうございます。
冷たいと思ったら山にうっすら雪化粧。師走です
ね。コロナ禍の一年でしたが、新しい年が良い年
になります様、この最後の月、明るく頑張りまし
ょう。
地元の中萩で地域の居場所作り等を行っており
ます。今までのボランティア活動を生かして頑張
っていきますので、よろしくお願いします。
あめにもめげず、風にもめげず、コロナにもめげ
ず ラストスパートですね。
小西さんご入会おめでとうございます。
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日 曜

１２

月

曜

１

月

曜

２

月

1

火 第一例会家族忘年会 18：30～ 金

月

2

水

土

火 第一例会 ふじ 12:30～

3

木

日

水

4

金

月

木

5

土 Ｚ会議

火 第一例会 ふじ 12：30～

金

6

日

水

土 １Ｚボーリング大会

7

月 理事会 19：00～ ふじ

木

日 愛ロード清掃

8

火

金

月 理事会 19：00～ ふじ

9

水

土

火

10 木

日

水

11 金

月

木

12 土

火 理事会 19：00～ ふじ

金

13 日 吹奏楽コンサート 14:30～ ふじ

水

土

14 月

木

日 キャビネット会議

金

月

16 水

土

火 第二1Z合同例会

17 木

日

水

18 金 遊具除幕式 14：00～マリンパーク

月

木

19 土

火 第二例会

20 日

水

土

21 月

木

日

22 火

金

月

23 水

土

火

24 木

日 献血

水

25 金

月

木

26 土

火

金

27 日

水

土

28 月

木

日

29 火

金

30 水

土

31 木

日

15 火 第二例会

ふじ

12：30～

17

ふじ

12：30～

18：00～

金
リジョン会議・新会員オリエンテーション②

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）
永井健之・直子 （６日）
二神 恵・明宏 （６日）

２月

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

１２月

永井健之
内田真弓
日野満明
近藤良二
大西理紗
松本 清
岩崎隆義
蓮尾有里
藤田修生

１月

２月

（１日）
（３日）
（２０日）
（８日）
（１６日）
（２５日）
（１日）
（８日）
（１２日）

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊
今年も残すところあとわずかとなりました。
新型コロナに振り回された１年でしたが、早期の収束を信じて、明るい気持ち
で新年を迎えたいと思います。
今回も会報誌の製作に多数ご協力いただきありがとうございました。今後も
ご協力をお願いする機会があると思いますが、変わらぬご協力をお願いいたし
ます。

Ｙ．Ｎ

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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