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三 役 挨 拶

会長

越智

慈子

クラブの 25 周年という節目の年に会長を任せていただいたこと、
誠に有難うございました。
一昨年前、副会長を拝命した時は事の大きさをあまり理解していま
せんでした。一年ごとにその責任の重さを感じながら、第二、第一副
会長として過ごした期間は、私にとって様々なことを考えさせられる
大切な時間でした。
満を持して今期をスタート。信頼できるメンバーとともに「ひうち
は One Team で We Serve」のスローガンを掲げましたが、思いもよら
ない新型コロナウイルスによるパンデミック。事業はもちろん、会の運営までも危ぶまれる
事態となりました。そのような中ではありますが、通常事業はもちろん、25 周年の記念事
業も全てやり遂げることができましたのも、皆様のお力添えのお陰です。コロナ禍にかかわ
らず、例会、理事会、事業に対しまして、会員の皆様にご参加、ご協力をいただきましたこ
とに心から感謝申し上げます。
特に、節目となる 25 周年記念大会。開催する、しない、できる、できないの判断を迫ら
れる重責で、眠れない日々を過ごしました。その間、常に脳裏に浮かんだのは、先輩方のお
姿です。「無理はしなくていい、やれることをやっていけばいい」そんな言葉を掛けてくだ
さった気がして、安心して前に進むことができました。
記念大会は縮小開催にはなったものの、こころの中でこの節目を会員の皆様とともに確実
に共有できたのではないかと思います。式典での女性の着物姿は縮小開催と思えない華やか
さを演出していただきました。有難うございました。
最後になりましたが、新居浜ひうちライオンズクラブメンバーの One Team 力、そして事
務局日野忍さんに支えていただいたことで、今期のライオンズアワードでは、すばらしい成
績を収めることができました。最高です！改めて皆様に感謝の気持ちをお伝えするとともに、
退任のご挨拶とさせていただき、次期の篠原孝尚会長にしっかりとひうちのバトンをお渡し
したいと思います。1 年間ありがとうございました。
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幹事

小野

耕嗣

慌ただしく過ぎ去る毎日、来る日も来る日も、何かがあって、終わ
ることのない日々。
会報誌の原稿の依頼があって、「あ～、もう一年が来ようとしている
んだ。」とその時初めて気が付きました。（年度初めの挨拶の原稿を、
つい最近、書いたような気がします。）
本当に時の経つのが早く感じます。高齢になって来たからか！？(笑)。
この 1 年間を振り返ってみると、昨年に引き続き、「コロナのままコ
ロナで」終わろうとしている印象だけが強烈で、いったい自分は、こ
の１年、何をやってきたのだろうか・・・よく思い出しません。
本年度は、当ライオンズクラブにとって、25 周年という記念すべき年です。本来ですと、
越智会長を中心に、盛大に記念セレモニーができていたはずだし、実施したかったと思いま
す。（私以上に、越智会長、塩﨑実行委員長はそう感じているかもしれません。）残念で仕方
ありません。
ただ、その中にあって、
「記念祝宴」はできなかったものの、「工夫とアイデアいっぱいの
式典」「予想以上に多くのライオンズメンバーに出席をいただいた記念ゴルフコンペ」、コロ
ナを気にしながらではありましたが、
「心に残る」素晴らしい 25 周年行事になったと思いま
す。25 周年事業の各部会長、副部会長をはじめ、新居浜ひうちライオンズクラブメンバー
全員に、本年度幹事として、心から感謝をしたいと思います。ありがとうございました。
また、事業活動におきましは、越智会長の提案された「命の授業」の記念講演を実行し、
青少年委員会の「少年ソフトボール大会」「小学生バレーボール大会」、保健福祉・環境委員
会の「愛ロード」「献血」等、コロナの間を縫って、何とか、活動を実施することが出来ま
した。近藤委員長・直野委員長をはじめ、メンバーの皆様の活動に感謝致します。
そして、コロナ禍のため、予定していた例会や懇親会を、急に中止や変更せざるを得ない状
況になり、その都度、臨機応変に対応していただいた、秋山 PC、藤田聖一委員長をはじめ
計画大会委員会の皆さん、25 周年の記念誌とも重なり、何かと複雑で大変だったと思いま
すが、戒田 MC、堀委員長をはじめ、広報委員会の皆さん、いろいろとお手数をかけました。
ありがとうございました。
そして、何よりも、トータル的に、事あるごとに相談に乗っていただいた事務局員の日野
さん、ありがとうございました。毎週毎週、月曜日・木曜日に事務局に寄る 1 年だったと思
います。立ち寄ることが、もう、私の生活のリズムになっていた感じです。
私としては、その時その時の対応に追われ、何もやらなかったのではないか！？会長のサ
ポートも充分にできなかったのではないか！？反省することばかりです。
充分なことができず、皆様のお力を借りるばかりで終わる 1 年になったと思います。
本当に、お世話になりました。ありがとうございました。
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会計

永易

勲

一年を振り返り思いは一つ。「一日も早くコロナが収まってほしい」
定例会他幾つもの、終盤にはほぼ全てに近い活動が中止になったこの
一年。大変残念でした。
そんな中、
“新居浜ひうちライオンズクラブ 25 周年記念式典”を無
事、開催できました事に心より感謝しております。他クラブのメンバ
ーの方々をお迎えできなかったことは誠に無念でした。
今回、新居浜ひうち 25 年の歴史を振り返る中で、改めて、諸先輩
方の実践の積み重ね、継続が今を創り上げ繋いでいる事を感じました。
現在のメンバーの“今”が、将来の笑顔に繋がるように、私も奉仕を積み重ねられたらと思
っております。
この一年は三役の一人として、25 周年記念事業に関わり、貴重な体験をさせて頂きまし
た事に感謝しております。
会長の越智さんをはじめ幹事の小野さんやメンバーの皆様、日野さん、コロナで動きにく
い中で支えて頂き本当に有難うございました。

新居浜市黒島

明正寺 ミョウショウジサクラ
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委員長挨拶
第67回 地区年次大会・委員長挨拶
会員会則委員長

松本 清

今回は、ライオンズクラブ国際協会336-A地区 第67回 地区年次大会
高知大会です。今日4月10日はこれからツーリングです。
ただいま10時30分。今から高知へ向かいます。西条から寒風山越えで
す。所要時間はダイレクトで2時間半ですが、ノンビリと楽しみながら
走って行きたいと思います。
先ず、西条市内を抜け、イレブンパークから194号線へ入りました。
この194号線の内、西条から高知への山越え部分の愛称が『そらやま街
道』って言うんですね。今回、ググって初めて知りました。

走って行く内に、だんだん冷

えてきましたが、ホッカイロを忘れて来ました。その内に、長い長い寒風山トンネルです。
先程から寒いのを我慢しながら走って来たのに、このトンネルの長さ！ 5432mよくこんな
面白い数字になったなと思いながらですが、いつまで経っても出口が見えません。さすが名
前の通り『寒い風の山のトンネル』です。トンネルの中の特別寒いところを震えながら走っ
て、ようやく出口です。ここまで来ればもうすぐ『木の香温泉』という道の駅です。ひと休
みをしに入れば、10台位のバイクが並んでいました。売店でホッカイロを尋ねるも有りませ
んでした。止む無くそのまま走りますが、防寒対策の為に、若干速度を落とし気味での走行
です。
まもなく道の駅『633美の里』、これは『むささびの里』と読むんだそうですね。ここで、
温かいうどんを汁ごと頂き、ひと息つきました。そしてここでは、偶然ですが、スズキVス
トローム250/650/1000ccと同機種で全排気量車種が並ぶ事になりました。
その後、途中から県道36号線を通り国道56号線へ入りました。高知市の中心部の方へ行
かなければならないのに、何故遠回りをしたかと言うと、平成18年3月3日にスクールバス
と白バイの交通事故があり、それが、証拠偽造・誤認逮捕服役・死亡保険金詐欺といった冤
罪並びに公的機関による1億円詐欺事件が発生したのですがまだ未解決です。それの現場を
見てみたいと思い寄り道をしました。何度も読み返しをしたSNS掲載の景色と全く同じ景色
に立ち、感溢れるものがありました。
そして、ホテルへ着いたのが３時丁度。ホテル前のテラスの様な場所にバイクを駐めて良
いとの事で、有り難いなと思いつつ駐めさせて頂きました。チェックインを済ませ姉御の村
井コーディネーターに連絡をとり、もうすぐ高知へ着くとの事。今夜の食事場所の確保をし
なければとフロントへ行き、こちらの希望を伝え『土佐料理 司 』の小部屋をチャージ。一
休みしてから徒歩にて出発。5分ほどで着。姉御は先着でした。松山から運転をしてくれた
という同クラブの美人(冗談では無く)同伴で。そして、早速最初のビール。上品(小さい)な
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グラスで出てきました。同時に熱燗を頼んでおいたので、タイミング的には丁度でした。3
人で焼酎と冷酒と超熱燗で、沢山喋って沢山飲んで、とてもとても楽しい一時を過ごしまし
た。
翌朝、酒井ガバナーから直接指示をされた指名選挙会代理投票をする為に9時半迄には行
かなければと思いつつ、ホテル三翠園へ行ったのですが、バイクをどこへ停めようかと思っ
ていたところへ、三翠園と書いたライトバンが走っていたので、その車の人に尋ねるとつい
て来て下さいと言うのでついて行ってみると、ホテルの中庭へ行く通路に停めて下さいとの
事。一番近い便利な場所でとても助かりました。 着いてすぐに越智会長と合流し、代理投
票を済ませました。その後、私は酒井ガバナーと真鍋名誉顧問に挨拶をしようと探している
と、喫茶コーナーに案内されて挨拶は出来ました。しかしガバナーがコーヒーまで頼んでく
れたので、私以外は全部偉いさんばかりの場所へ座っているのも落ち着きません。熱いコー
ヒーを我慢して飲んで急いで退出致しました。そこで再度、越智会長と合流しましたが、会
長はすぐに帰られるとの事で、記念誌などを受け取ってすぐに別れました。
それから、私は代議員では無いので、2つ有る会場のサブ会場の方へ入り一番後ろに座り
ました。しかし、それが幸いし、酒井ガバナーや高岡ガバナーの入場や蔵本ガバナーエレク
トの入場などの動画も皆さんにお届けする事が出来ました。しかし、動画をラインで送った
のは初めての経験ですがなんとか送れたようです。
その後、高知のボスの『山本のお父はん』にも会えましたが、今回は車椅子に乗っておら
れたので、酒の事を聞いてみると『酒とタバコはゴンゴン飲みよるよ』との事でした。高知
へ一番最初に行った時に、この方の隣の席で飲ませて頂いた時の酒の美味しかったのは、未
だに忘れる事が出来ません。矢張り『酒の味は人の味』だとつくづく感じた次第です。
そして、この日は大変暖かく、且つ、コロナの関係で縮小したとはいえ、とても立派なお
式で、高知の人たちの心意気が勝(まさ)ったのか高知県の感染者はゼロで、こちらが気配り
をしなければと思われる程でした。
大会も終わり、弁当を受け取って帰ろうとすると、酒井ガバナーが見送ってくれていまし
た。『この人は愛媛からバイクで来とんよ』と、白坂幹事に紹介してくれました。そして、
別れを告げ、ブレザーからジャンパーに着替え、走り始めました。
3時位でしたか、矢張り空腹を感じだしたので、仁淀川沿い
のベンチで先程頂いた弁当を広げると大変上等なお弁当で、一
つ残さず完食させて頂きました。その途中にパトカーが甲高い
サイレンを鳴らしながら猛スピードで走って行きました。事故
でも起きたのかなと思いながら、ゆっくりと片付けてから、走
りを再開しました。 往路でも立ち寄った『633美の里』へ着
くと、パトカーが2台も停まって異様な雰囲気です。その辺りにいた怖そうなお兄ちゃんに
『何が有ったんですか』と聞くと、年配の女性の『当たり屋』だとか。バイクの前にワザに
立ち塞がって、足を踏まれたと言ってごねているのだという。厳つい乍らも親切に教えてく
れました。どうしようもないのは、どこにもいるのだなと思いながら、再スタートです。
その後、
『木の香温泉』へ立ち寄り、6時頃帰宅致しました。71歳に於いての初めてのソ
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ロツーリングでした。姉御をはじめとして、大勢の皆さんのおかげで、とても楽しい思い出
深い2日間になりました。心から感謝です。
それと、もう一つ感謝しなければならない事柄が有ります。2期続けての会員会則委員長
をさせて頂き、また、皆様の大変なご協力を賜り大変有り難うございました。
いま、ここで思うのは、折角、ライオンズクラブという大きな組織に入らせて貰っている
のだから、自クラブの中だけでなく外の役も受けて、どんどん外へ出て行くべきであると思
います。そして『ここまでしたら良いかな』ではなく『他に出来る事は無いだろうか』との
考えを以ってすれば、道はより一層開かれると思います。偉そうな事を言う積もりは有りま
せんが、皆さんが今後もより一層発展なさる事を祈念しつつ、御礼と致します。有り難うご
ざいました。

広報委員長

堀

亘

新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が適用され、活動も中
止せざるを得ない中会報誌の制作につきましては、MC と事務局のご尽
力、更にクラブ員の皆様からの原稿や、写真提供のご協力により、期
間中 4 回、恙無く発行することができました。心より感謝申し上げま
す。
一日も早く、新型コロナワクチンの接種がすすみ、地域社会に貢献す
る活動を再開し、多くの記事を会報誌に掲載できるようになることを
願っております。

計画大会委員長

藤田

聖一

今年度、計画大会委員長を務めることができたのは、計画大会メンバ
ーをはじめ、皆様のお力添えのおかげと深く感謝しております。ありが
とうございます。
今年度を振り返りますと、卓話 4 回、納涼例会懇親会、伊予土居 LC
合同懇親会、600 回例会等は実施する事ができましたが、家族忘年会、
1Z 合同例会、高知鷹城 LC 合同例会等は、残念ながらコロナウィルスの
影響で中止となりました。来年度も影響を受けそうではありますが、コ
ロナウィルスが早く収束し、また皆様と共にライオンズ活動ができることを楽しみにしてお
ります。一年間ありがとうございました。
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青少年委員長

近藤

良二

青少年委員長を務めました近藤良二です。 今期は新型コロナウィルス
の影響により例会や事業の中止や延期が続出しました。当委員会の継続
事業である西日本拳法道選手権大会も、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。しかし文化活動では平和ポスター、ブラスバ
ンド、スポーツ活動では少年ソフトボール大会、小学生バレーボール大
会の事業が会場の分散や、密を回避する工夫を凝らすなど不慣れなこと
もありましたが滞りなく事業を遂行することができました。
当初入会 2 年目での委員長を担うことの不安や重圧を感じることもございましたが、委員
会メンバー、諸先輩方に助けていただき、1 年無事に務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。この経験は次年度新委員長へ引継ぎ、さらにバー
ジョンアップした事業になることのサポートを引き続き行いたいと思います。1 年間有難う
ございました。

保健福祉環境保全委員長

直野

誠司

保健福祉環境保全委員会の事業は、コロナ禍という難しい中ではあ
りましたが、全て遂行することができました。（6/6 献血開催予定・御
協力お願いいたします。
）
献血活動では多くのメンバーのお手伝い、そして 140 人近くの献血
者の方々に御協力いただきました。愛ロード清掃活動では日曜の早朝
よりお集まりいただきリーガ周辺の清掃、世界ライオンズデーでの公
園清掃では、黒島海浜公園で前日から草刈り・トイレ掃除をし、当日
は砂浜の清掃と、美しい公園になりました。ブラインドダンスは、現在は蔓延防止等措置と
して休止となっておりますが、再開しましたらまたご参加お願いいたします。
保健福祉環境保全委員会はメンバー皆様方の協力無くして出来る事業ではなく、本当に感
謝しております。来期も、ひうちメンバーの一員として社会奉仕に精進いたしますので今後
とも御指導よろしくお願いいたします。
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25

th

未来を見据え We Serve

わ

わ

わ

～和・笑 ・輪 ～

～

記念ゴルフ大会 ３月２０日（土） 滝の宮カントリークラブ
２５周年記念ゴルフ大会委員長

日野

満明

今期のゴルフ大会は２５周年記念事業ではございましたが、新型コロナウィルス感染が懸
念される折でもあり、大会開催を行うか否か、苦悩に苦悩を重ねましたが、メンバーの皆様
からの快い応諾および御協力を頂きまして、無事、２５周年記念ゴルフ大会開催の運びとな
った次第でございます。
メンバーの皆様から御支援・御協力を頂きました事に深く感謝を申し上げますと共に、ゾ
ーンの多くの方々に御参加・御賛同を賜りました事を厚く御礼申し上げます。
大会当日は天候にも恵まれ、素晴らしい記念ゴルフとなりました。
誠にありがとうございました。Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ！

入賞おめでとうございます！
４位

横井俊幸さん

７位
４０位
ＢＢ賞

永井健之さん
東口幸平さん
越智慈子さん
参加賞のゴルフマーカー
酒井さんに依頼しました
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周年記念式典 ３月２１日（日） １１時～ グラッツェふじ

塩崎卓実行委員長の挨拶

越智会長の挨拶

酒井地区ガバナーにご出席いただきました

新居浜市長より祝辞動画

記念事業の発表

スポンサークラブ新居浜別子ＬＣ会長武田様

遊具目録贈呈（事前撮影）

バレーボール協会 白石宗久様
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愛媛県知事より祝辞（代読：小野幹事）

拳剛会館総裁 田中さん

ブラインドダンス講師 岡部さん

例会 100％出席 眞鍋さん

例会会場提供感謝状 藤田修生さん

チャーターメンバー８名の表彰（秋山義則さん、小野勲さん、小野耕嗣さん、
田尾忠士さん、土岐和美さん、日野満明さん、藤田修生さん、松本清さん）

開会ゴング 田尾さん

閉会ゴング 小野勲さん

ソーシャルディスタンス・検温・手指消毒・マスク着用など、感染症対策を徹底
10

25 周年記念事業実行委員長
新居浜ひうちライオンズクラブ結成 25 周年記念式典を令和 3 年 3
月 21 日に遂行出来ました事、クラブ会員の皆様には大変お世話にな
りました。
昨年、今年とコロナ禍ということもあり、思うような予定で開催と
はいきませんでしたが、皆様方のご理解、ご協力により無事記念式典
を終えることが出来ました事、感謝申し上げます。
これから、ひうちライオンズクラブは 30 周年に向けて少しずつ行
動を起こしていかないといけません。今後ともご協力宜しくお願い致
します。
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塩崎

卓

司会 永井健之さん・酒井さん

大会実行委員長 塩崎卓さん

受付 蓮尾さん・二神さん・大西さん

会長 越智さん

アシスタント 東さん・内田さん
亀崎さん・事務局日野

本当にお疲れ様でした。
再び３０周年に向かって皆様が健康で過ごせます様に…
12

第６７回

ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区

２０２１年４月１０日（土）～１１日（日）

地区年次大会

三翠園

大会式典内にて、地区ガバナーズアワードの発表がありました。受賞は下記の通りです。

地区ガバナーズアワード
（対象

2020 年 2 月～2021 年 1 月末）

【クラブ】 ＊グッドスタンディング賞 銀賞
＊特別クラブ功労賞
＊公式行事出席優秀賞 金賞
＊マスコミ報道優秀賞
＊ＭＪＦ賞 銀賞
＊４大社会奉仕賞
＊環境保全賞
＊保健福祉賞
＊社会福祉賞

金賞

妊孕性署名・ドナー休暇制度

努力賞

努力賞
献眼・献血協力部門 優秀賞
社会福祉施設への功労 貢献賞

＊糖尿病教育部門 糖尿病啓発活動 貢献賞
＊アラート賞 救援対策部門賞 貢献賞
＊アラート賞 アラート委員会活動 優秀賞
＊ＩＴ推進賞

努力賞

【個 人】 ＊ガバナー感謝状受賞者

２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ

塩崎安規

＊新入会員スポンサー賞 藤田修生、二神恵、越智慈子、内田真弓
＊地区年次大会出席努力賞 10 回出席 松本清
＊ＭＪＦ献金
塩崎安規（２回目）、越智慈子、眞鍋啓太、源代晴基、秋山義則
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例 会 報 告
第 599 回 3 月第一例会
令和 3 年 3 月 2 日（火）12：30～グラッツェふじ
・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 白石啓子
・会長挨拶
・ＭＪＦ献金表彰 秋山義則
・結婚記念月 ５名
小西孝典、小野勲、戒田憲昭、安井誠一、白石啓子
・誕生祝い ５名
伊藤健二、東裕子、戒田憲昭、横井俊幸、塩崎卓
・委員会報告
広報
会報誌原稿お礼
計画大会
第 600 回記念例会の案内
25 周年
3/21 周年式典参加お願い
・次期役員候補者の発表
・幹事報告
今後のスケジュール
・出席報告 37/47 78.7％
・テールツイスタータイム ドネーション 47,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア
戒田憲昭

第 600 回 3 月第二例会
令和 3 年 3 月 16 日（火）12：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 田中克美
・議事録作成者指名 東口幸平
・会長挨拶
・次期役員選挙会
・卓話 チャーターメンバー藤田修生
・委員会報告
財務
会費引落 4/12
計画大会
第 600 記念品のプレゼント、4 月
第一高知鷹城 LC 合同例会中止→
4/6 に変更
25 周年
3/21 式典プログラム説明
・幹事報告
理事会報告・今後のスケジュール
・審議
４件可決
・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 43,000 円
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・閉会ゴング
・ライオンズローア
馬越健

601 回 4 月第一例会
令和 3 年 4 月 6 日（火）12：30～グラッツェふじ
・開会ゴング
・ライオンズの誓い 松本秋津
・議事録作成者指名 東裕子
・会長挨拶
・結成 25 周年記念ゴルフ大会表彰 ４名
横井俊幸、永井健之、東口幸平、越智慈子
・結婚記念月 ５名
田中克美、眞鍋啓太、大西健司、直野誠司、堀亘
・誕生祝い ４名
源代晴基、岡部俊一、田尾忠士、石井敦士
・委員会報告（短縮のため書面にて）
財務
会費引落 4/12
25 周年
25 周年式典お礼
・幹事報告
理事会報告・今後のスケジュール
・審議
2 件可決
・出席報告 36/47 76.6％
・テールツイスタータイム ドネーション 41,000 円
・閉会ゴング
・ライオンズローア
馬越健

第 602 回 5 月第一例会（書面）
・第 67 回複合年次大会、キャビネット会議、リ
ジョン会費、リジョン年次会合の中止
・会報誌原稿提出のお願い
・25 周年記念式典のＤＶＤ完成

第 603 回 5 月第二例会（書面）
次回例会での審議事項について
・今後のスケジュール

＊３月第一例会＊
越智慈子
眞鍋啓太

篠原孝尚
小野耕嗣
戒田憲昭
秋山義則
永井健之

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
塩崎安規

田尾忠士

馬越 健
安井誠一
岩崎隆義

秋山さん退院おめでとうございます！！
次回例会は 600 回。各種大会が縮小されている現状ですが、我が 25 周年は祝賀会
は残念ですが、式典・ゴルフ大会もほぼ型通り開催できます。次回 600 回は全員参
加！We Serve!!
25 周年式典のお土産に入れる浦島の大福を本日持って来ましたので持って帰って
食べてください。期間限定のよもぎ味です。
三寒四温の日が続きます。もうすぐ春ですね‼何事も希望を持って前に進みましょ
う！
以前に YCE 等でお世話になった長女が昨日、無事高
校を卒業しました。進路も決まって一安心です。
大変長らくお待たせしました。秋山です。よろしく
お願いします。
600 回記念例会、25 周年記念大会、節目の 3 月を皆
で盛り上げて行きましょう！
We Serve!!
春めいてきましたね。卒業式が始まりました。忙しくなってほしいです。
3/25 で 65 歳！うれしいやら悲しいやら…長生きしまーす！
花粉症に気を付けて。
もうすぐ 25 周年記念式典です。皆さん御協力よろしくお願い致します。
春らしくなってきたと思いましたが、今日は雨が降って少し寒いですね。誕生祝い
毎年ありがとうございます。
結婚記念月ですって(*^-^*)初めて頂きます！
ありがとうございます。29 年…
気候の変化が激しいです。健康管理に気を付
けて下さい。
もうすぐ 25 周年式典ですね。
3 月 6 日は第 3 回ゾーンレベル会員委員会・ガ
バナー諮問委員会です。対象者の方はよろし
くお願いいたします。
今月の 3 月 16 日第二例会は第 600 回目の記念
例会日と、3 月 21 日は新居浜ひうちライオン
ズクラブの結成 25 周年記念式典があります。
秋山義則さん無事復帰に感謝します。
ボーイスカウト活動にご理解ご支援に感謝いたします。写真展ご来場ありがとうご
ざいました。
今年も 3 月早い。この後もよろしくお願いします。
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＊３月第二例会＊
越智慈子
眞鍋啓太
小野耕嗣
永易 勲
戒田憲昭
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
馬越 健
酒井志津香
岩崎隆義
二神 恵

祝 600 回例会。今週は 25 周年式典。白石洋一様よりお祝いのお手紙をいただきま
した。新居浜ライオンズクラブ様よりお祝いのお花をいただきました。
600 回記念例会。私事ですが白内障の手術で生まれて初めての入院を経験。
そこで一句。 「白内障 なおしてなつかし 春がすみ」
今日は 600 回という記念すべき例会。そしていよいよ 25 周年記念ゴルフ・式典で
すね。
「ひうちは One Team」皆で頑張って Go！
600 回おめでとう‼
25 周年記念誌が出来上がってきました。当日配布
しますので楽しみにしておいてください。
記念すべき 600 回例会、先輩方の努力の結果と思
います。
600 記念おめでとうございます。700 回目指して頑
張りましょう。それまで皆さん元気で‼
第 600 回の例会です。記念すべき日ですね。皆さ
ん 25 周年当日はよろしくお願い致します。

＊第 600 回記念例会＊
little flower さんのシャボンブーケ

いよいよ今週の日曜に 25 周年記念式典がありますね。そして今日は 600 回目‼すご
いですね。ひうちの歴史を感じます。
600 回おめでとうございます。これからもメンバーで盛り上げて 700 回、1000 回を
目指しましょう。
もう 600 回になるのですね‼
600 回記念の 10 年間ビデオ放映いたします。
3 月 21 日は結成 25 周年記念式典です。皆で有終の美を飾りましょう。
新居浜ひうちライオンズクラブ例会第 600 回おめでとうございます。25 年になり
ます。これからもよろしくお願いいたします。
第 600 回の例会に参加出来た事に感謝
段々と春らしくなってきました。風邪ひかないよう皆さんで 25 周年を迎えましょう。
早や 3 月も過ぎ 4 月。体調管理充分気を付けましょう。
第 600 回おめでとうございます。

＊４月第一例会＊
越智慈子

眞鍋啓太
篠原孝尚
小野耕嗣
秋山義則
永井健之

皆様結成 25 周年記念大会、準備から当日、後と大変お疲れ様でした。メンバー
の皆様、事務局日野さんのご協力に感謝、このような機会をいただいたことに感
謝します。
コロナはなかなか収束しない先が見えない状況ですが、「ひうちは One Team で
We Serve」でこの厳しい時期を乗り越えていきましょう。
新居浜市内でもコロナ感染者が増えています。皆様くれぐれもお気を付けください。
再び、コロナの状況が厳しくなってきましたね。皆で充分気を付けましょう。勿
論、それに負けない様にしっかり仕事も頑張っていきましょう！
皆様、こんにちは。まず藤田委員長活動報告書ありがとうございました。今期の
活動報告書はＰＣの役割だったのですが、すみません。
25 周年記念大会、600 回記念例会を越えて、30 年・700 回に向けた新しいスター
トですね‼ひうちチームで更なる成長を目指しましょう♪
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曽我部正二
東 裕子
白石啓子
藤田修生
塩崎安規
田尾忠士
馬越 健
岩崎隆義

桜散り始めましたが新入学新入生の方おめでとうございます。
先月の 25 周年記念時は皆様お疲れ様でした。なかなか着る機会がない着物も着
れて良い記念になりました。ありがとうございました‼
春なのに…コロナ… なんとか前向きに行きましょう！
田尾フォトサービスさんの集合写真の仕上がりが最高にイイですね。ありがとう
ございました。
この一週間新居浜でもコロナが増えて嫌で
すネ。
今年の桜は早くも満開をすぎたようです。
早くコロナが終わりますように。
本日も元気に感謝。
元気笑顔で今月もよろしくお願いします。

1

火 第一リハーサル例会 12：30～ ふじ

16 水

2

水

17 木

3

木

18 金

4

金

19 土

5

土 準備Ｚ会議・Ｚ年次会合

6

日 献血

21 月

7

月 理事会 19：00～ ふじ

22 火

8

火

23 水

9

水

24 木 第三回次期準備理事会 19：00～ ふじ

17：00～ふじ 20 日

10 木

25 金

11 金

26 土

12 土

27 日

13 日

28 月

14 月

29 火

15 火 第二引継例会 12：30～ ふじ

30 水
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Ｂｉｒｔｈｄａｙ
６月

小野耕嗣
小西孝典
眞鍋啓太
東口幸平
岡田直人
秋山義則

Wedding anniversary
６月

（５日）
（１０日）
（１８日）
（２０日）
（２２日）
（２６日）

馬越 健・直子
伊藤健二・厚子

（３日）
（３０日）

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊
今期の会報誌も最終号になりました。今期は巷に蔓延する極悪人である新型
コロナウィルスにより 25 周年事業、例会等も満足に行うことが出来ませんで
した。
こんな時、ウルトラマン（古臭い）、子供に人気のアンパンマンみたいなヒ
ーローが出てきてアンパンチ一発で極悪人：コロナウィルスを退治して欲しい
と思う今日この頃です。
ヒーローの出現は無理なので会員皆様一人ひとりがヒーローとなり極悪人コ
ロナウィルスに立ち向かい平穏を勝ち取りましょう。Ｗｅ Ｓｅｒｖｅパンチ
とかどうでしょうか。
さて、コロナウィルスの話はこれ位にして、今期は会員皆様に原稿作成、写
真撮影など、ご協力、ご支援をして頂きありがとうございました。
次年度の会報誌はコロナウィルスの話題以外で、楽しい原稿で溢れることを
思いつつ、ひうちライオンズが一層飛躍し、楽しい会報誌になるようご協力を
お願いいたします。ありがとうございました。
Ｎ．Ｏ

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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