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会長   篠原 孝尚  

 今期も残すところあとわずかとなりました。今員の皆様には大変お世

話になり感謝しております。 

会長目標にしていました 

① 会員が出席したくなる例会運営  

② 会員のセーフティーゾーン化、親睦会を増やし会員 

一人ひとりに光をあてる  

③ チャレンジ〝５５〟 会員純増１０名      

 

①②は、ここ数年続いておりますコロナ禍で半分くらいは書面となり例会での一人ひとりのス

ピーチも出来ない状態が続きました。 しかし、３月６日のＺ会議・懇親会をさかいに例会の再

開ができ、ＣＮ例会での懇親会も３年ぶりに開催する事が出来ました。また、計画大会の方の

お力により簡単ではありますが一人ひとりのスピーチも行う事が出来ました。 

 ③のチャレンジ〝55〟ですが、これもまたコロナ禍の影響により残念ではあり退会者がある

などの結果〝55〟には届きませんでしたが、沢山の新入会員も増えました。 これも、今のひう

ちに最高のメンバーが揃い、魅力ある最高のクラブとなっているがゆえに増員につながった

んだと私は思っています。 

それから、事務局・日野さんには感謝いたします。なぜなら、歴代の会長の中で一番事務

局に行かなかったのではないかと反省しております。 

１Ｚの中でも、ひうちは一番若いクラブではありますが、事業他、何においても他の 

クラブに劣っていないと思いますので、今後も奉仕の心を忘れず胸を張っていられるクラブで

あり続けたらと思います。 

一年間ありがとうございました。 
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幹事   永井 健之  

 

幹事の任期も残すところあとわずかとなりました。 

コロナ禍により、オンラインを駆使しながらの理事会開催などという

不安を抱えたスタートでしたが、役員や各委員長さん、会員の皆さん、

そして何よりも事務局の日野さんのお力添えでなんとかゴールが見え

てきました。 

ライオンズクラブが目指すスローガンの実現に対し、お役に立てた

かどうか甚だ心もと無い限りですが、常に有言実行される篠原会長の

背中を追いかけて何とか此処までたどり着きました。また、業務の都合等で皆勤を果たせず、

幾度か代役を頂いたこともありました。この場をお借りしてお詫びを申し上げます。 

あらためて、この一年は会員の皆様には未熟な幹事を様々な面で支援していただき、感謝

の念に堪えません。ひうちライオンズの仲間の素晴らしさを心から痛感した一年となりました。 

皆様、本当にありがとうございました。 

感謝合掌 

 

 

 

会計  大西 理紗  
 

今期会計の役を任され最初は不安しかありませんでしたが、会長、

幹事そしてメンバーの皆さんに支えていただきながら今期も終わりに

近づいてきました。また事務局の日野さんにはお世話になるばかりで

本当に申し訳ありませんでした。 

私にとってはこの度良い勉強になりました。 

皆様一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

会員会則委員長  塩崎 卓  

２０２１年度もコロナ禍での活動となってしまいました。 

制限のある中ではありましたが、会長目標の中の“チャレンジ５５”に

おいての活動は、篠原会長はじめ東口さん、眞鍋さん、永易政良さんの

活動により新入会員が９名増え、正会員 49 名、不在会員１名、賛助会

員１名となっております。（６/１０現在） 

また先月高松で行われました“336-Ａ地区第６８回地区年次大会”

では、第一分科会にて篠原会長が「全ての活動は会員増強に繋がる！正会員目標５５名ひ

るむことなく We Serve！」と題した発表が行われ、大変有意義な大会になりました。眞鍋地

区委員ありがとうございました。 

本年度もあとわずかですが、皆さんのご協力よろしくお願いしますと共にありがとうござい

ました。 

 

 

計画大会委員長  馬越 健  

令和３年度計画大会委員長を篠原会長より推薦され、自身何を行うの

か十二分に把握しないままお引き受けしましたが、中途半端で終わって

しまった事を会員各位また、ご推薦頂いた会長にお詫び・お詫びの一年

でした。また文句も言わずに我慢頂いた計画大会委員会、事務局、ひう

ちの皆様に改めてお詫びをして、お礼の言葉に替えさせて頂きます。 

 ありがとうございました。 

 

 

青少年委員長  大西 健司  

青少年委員会の活動を１年間振り返ってみると、事業は小学生バレー

ボール大会低学年の部がコロナの影響で開催されなたった以外は計画

通り実施されました。 

ただ委員会の活動内容として委員会メンバーが一緒になって進めて

いけたかというとそうでなかったことを深く反省しているところです。 

次年度は委員会メンバーが一丸となり計画した事業を進めて頂いた

らと思います。この一年皆様のご理解とご協力ありがとうございました。 
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保健福祉環境保全委員長  伊藤 嘉彦  

今年度もコロナの影響で色々な制限うけましたが、保健福祉・環境保

全の事業、献血・愛ロード清掃は全て執り行う事が出来ました。 

マリンパーク・愛ロード清掃にはメンバーの他に、ボーイスカウトから多

くの参を加頂きました。献血活動にもお手伝いと、多くの採血にもご協力

頂きました。最後の献血が、５月１５日から６月１２日の予定変更になって

しまい、ご迷惑をお掛けしました。n(_ _)n 

早朝の美味しい空気吸っての活動楽しいですょ♪参加された事ない

方お待ちしてますね。 

楽しく活動出来た事に感謝！一年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

広報委員長   藤田 聖一  

広報委員長を務めました藤田聖一です。 

今期広報誌は、メンバーの皆様、事務局のご尽力により無事４回発行

することができました。心より感謝申し上げます。 

会報誌を通してクラブ活動が沢山の方に伝わり、今後ますます新居浜

ひうちライオンズが発展することを祈っております。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

2R-GAT（GMT･FWT･GLT･GST）会則委員   眞鍋 啓太  

ＧＡＴ会員会則委員会は会員増強が主たる目的ですので、プロセスも

大事ですが、やはり結果数値がものを言います。 

  私の担当の２リジョンは４/３０現在おかげさまで+８名、１ゾーンで+８

名、わがひうちは＋5 名の成果を得ることができました。女性会員比率は

各ゾーンバラつきはありますが、１割はクリアされ最高は 28.9%と皆様

意識向上に努めていただきました。わがひうちは、正会員ベースで２２%

と 336-A地区でも際立っています。 

  改めて皆様のご協力心より感謝申し上げます！ 

 

 



5 

 

 

 

３/２７ 西条 LC周年ゴルフ大会に参加して 

東口 幸平  

２０２２年３月２７日（日）滝の宮カントリークラブにて、メン

バーは戒田プロ、山田プロ、直野プロとご一緒させて頂きま

した。 

皆さん快調ですので足を引っ張らないよう頑張りました

が順位は５３位・・・。ですが会長賞を頂きよかったです。 

記念すべき周年ゴル

フに参加させて頂きあり

がとうございます。また皆さんと貴重なお時間を過ごせる

ことを楽しみに、日々ライオンズクラブメンバーとしてこれ

からも一生懸命頑張っていきたいと思っております。 

 

 

愛ロード清掃 

岩崎 隆義  

愛ロード清掃（市内のゴミ集め）活動で私達の街の道路や海岸や公園が綺麗になったと

思います。こうした活動を定期的に行うことで、街がどんどん綺麗になり、住民の方たちが快

適に生活ができることは嬉しいことですが、清掃活動に参加された方たち一人ひとりの徳

（陰徳）を重ねることに繋がり、それが結果的に元気や笑顔の源泉になるものと考えています。

つまり、清掃活動は単なるゴミ集め作業ではなく、会員皆さんのビタミン剤であり、結果的に

綺麗になった道路や海岸や公園は、私達のひうちライオンズチームの意識の高さや結束の硬

さを象徴するものだと言え

ると思います。 

あらためて朝早くから集

まって行う愛ロード清掃活

動は市民の方に喜んで頂き、

私達も成長できるひうちラ

イオンズの源の活動だと思

いますがいかがでしょうか。 

クラブ活動報告 
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チャーターナイト例会に参加して 

蓮尾 有里  

２０２２年４月１９日（火）グラッツェふじにて、

第 625 回新居浜ひうちライオンズクラブ チャ

ーターナイト例会がありました。 

３年ぶりのチャーターナイト例会だったと言う事

もあり、とても盛り上がり、開宴の乾杯のビール

がとても美味しく感じました！コロナ禍で中々、夜

の例会ができなかったのですが、やっと出来ま

した。新しいメンバーの入会もあり、やはり、飲み

の席で色々お話する機会も大事だな〜と思いま

した。 

二次会も多くの方々が、二手に分かれて、 

呑みに来て下さり感謝しております(*^_^*) 

またの機会を楽しみにしてます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャーターメンバー 
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第６８回地区年次大会記念ゴルフ大会 

直野 誠司  

 2022 年４月２３日（土）鮎滝カントリークラブにて 336-A 地区年次大会記念ゴルフ大会

が開催され、新居浜ひうちライオンズクラブからは８名（２組）が参加しました。 

 当日は、新居浜出発から栄養ドリンクも補給しながら行き、会場に着くと天候は晴れ！ひうち

チーム１組目（篠原会長、塩崎卓さん、戒田さん、伊藤嘉彦さん）、２組目（眞鍋さん、永井健

之さん、東口さん、直野）でスタートしました。すこく景観の良いコースで、気持ちよくプレーで

きました。今回の成績で入賞したのは、伊藤

嘉彦さんコースデビュー２戦目の快挙です。

おめでとうございます。 

 今回は８名の参加でしたが、現在「ひうち

ゴルフ部会」は１８名に増えています。次回は

５組くらいのエントリーで参加したいですね。 

 また、楽しく笑いのある部会で初心者もＯＫ

です。いつでも参加をお待ちしております。 

 

 

第６８回地区年次大会前夜祭・式典・ガバナー晩餐会に参加して 

松本   清  

今年の年次大会も、昨年の高知の年次大会に引き続き再びバイクで行

ってきました。途中も寄り道をしながら、ゆっくり走ってホテルへ１５時に入る

為に、２３日の１１時に出発。安全の為に追い抜きは一切せずに渋滞の中に

紛れ遅々たる前進。１５時３０分着、前夜祭・晩餐会会場から徒歩３分のホ

テルです。チェックインして、一休み。着替えをして前夜祭会場へ。 

前夜祭の会場では、真鍋隆名誉顧問や酒井公一前ガバナーにお会いし、

先ずご挨拶をさせて頂き、松山つばきの皆さんと同席させて頂きました。こちらが酒を注ぎに

行かなければならないのに、多くの名誉顧問さんに注いで頂いたり、また、蔵本ガバナーと膝

詰めでお話をさせて頂いたりもしましたが、最後は固い握手をして別れました。 

そして、翌日の地区年次大会に於いて、先ず、指名選

挙会があり、次の分科会が終わり、会計報告。矢張り、

多額の貸付金は残ったままでした。その後、篠原孝尚

会長の立派なアクティビティ報告があり、クラブ表彰で

は、ひうちのクラブ名が大会資料の各所に掲載！並び

に個人表彰があり、特に、入会して１年余の東口幸平

さんが新会員スポンサー賞に輝いた事は特筆すべき 篠原会長による第一分科会発表 
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事だと思われます。今後がとても楽しみです。 

 そして、式典の最大イベントである地区ガバナー入場では、綺麗な和服姿の女性が持つプ

ラカードを先頭に３３６A地区のキャビネット旗が続き、その次に、蔵本守雄ガバナーや公好

子令夫人の入場行進がありました。そして、その入場行進の最中に蔵本ガバナーは私を見つ

けて『昨日はどうも』と会釈をしながらご挨拶を頂いたりして、恐縮の限りで御座いました。 

それから、高知の名物ライオンズマンの高知黒潮ライオンズクラブの山本哲美お父はんに

もお会いしたところ、昨年の高知年次大会のひうちの会報の私

の寄稿文もお読み頂いたとの事。お恥ずかしい次第でした。 

  そして、さすが、『うどん県！』玉藻公園の桜の馬場に於いて

の昼食会場で、其れまでに配付されていた大会弁当の他に、

讃岐うどんのサービスがありましたが、その手際の良さはさす

が『うどん県！』でした。尚且つ、とても美味しく、つい２杯、頂い

てしまいましたが、３杯目は控えました。前夜祭では、松山つばきの三人のお姉さん方と一緒

に、そして、ガバナー晩餐会では、松山つばきの三人に松山湯築のお一人も加わり上品で綺

麗なお姉さん方に囲まれてのとても楽しい一時でした。 

言わずもがな、会場の四ツ星ホテルでも、超熱燗を(若干、気を遣い乍らですが)コップ酒

で頂いて参りました。金陵も大変美味しかったです。２５日の朝、ホテルをチェックアウトして帰

路につきました。往復の道すがらヤエーをしながら２泊３日の楽しい旅でした。 

昨年の年次大会も楽しかったし、今年の年次大会もとても楽しかったです。矢張り、普段、

会えない方にお会いできる。また、お会いさせて頂いて、先方にも喜んで頂く。これが年次大

会であり、前夜祭であり、晩餐会であるのではと思いました。 

私も２０１８年７月から道前キャビネットで、GMT・GLT・FWT・会則委員会の委員長を引

き受けさせて頂いていましたが、その年度の西条での年次大会の指名選挙会に於いて異変

が発生。その為、年度最後の打ち上げもままならず、その内に、年次大会担当委員長が亡く

なられたりとかもあり、私も何かの改善方法をと思い、また他の方からも賛成意見があったり

して、今年の２月になって、ようやく道前キャビネット内局メンバーでの名誉顧問会議に対して

の意見書が纏まり提出に至りました。 

私に於いての道前キャビネットは、今回の第 68回「地区年次大会」in高松で以って完結

されれば有り難いなと願って居ります。 

私一人の世界

でしたためさせて

頂いた拙文を、最

後までお読み頂

き有り難う御座い

ました。 

また、お会い出来

る日を楽しみ

に・・・ 



9 

 

第６８回 ３３６複合地区年次大会 in 広島 

第一副会長  伊藤 健二  

 ５月２２日（日）、広島国際会議場にて第６８回複合地区年次大会が開催され、篠原会長、

永井幹事、越智直前会長、戒田第二副会長、永易 PC、大西委員長、私の計７名で参加しま

した。登録受付時刻が午前８時と早かった為、前日に広島入りする事になり、篠原会長運転

の大型バンで約３時間、楽しく快適に移動しました。 

夕方に到着し、永井幹事に設えていただいた街中の料理店で夕食。広島の旬の料理と地酒

を堪能、雰囲気のいいお店で皆上機嫌でした。もっと広島の夜を楽しみたかったのですが、

明日に備えて各々ホテルに帰り就寝しました。（時刻不明） 

明けて当日、皆で８時に会場入り。登録を済ませ分科会に出席するメンバー、式典から参

加するメンバーに分かれ、私は第二分科会に出席し

ました。この分科会は【GMT/GLT/GST/SCP ・

FWT 分科会】というセクションで、各コーディネータ

ーが１年の活動報告をされておりました。その中で会

員増強に関しては、２月末現在、複合地区の合計で３

３名減という報告がありました。死亡退会者の比率も

５年間で５％→１０％に増えている状況で、各クラブに

は「会員種別」を利用し、クラブの為に会員維持・増強を図ってほしいと仰っておりました。 

続いて大きな会場に移り、代議員総会・大会式典と出席しましたが、まだコロナの影響か

入場者数は少なく感じました。厳かな式典をゆっくり観ることができて昨夜の疲れがすっかり

取れました。（お腹もすきました） 

式典が終わり昼食は「お好み村」へ。本場のお好み焼きを堪能し帰路につきました。 

次回の開催地は同じ広島県の福山市で開催されます。距離的には日帰りできそうな場所

ですが、また沢山のメンバーで参加しましょう。 

最後に会長、長時間の運転ありがとうございました。 
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向日葵  代表  髙
たか

田
だ

 佳
けい

祐
すけ

 

この度新入会員になりました、髙田佳祐と申します。 

自分からしたら、敷居の高い会の一員となりましたので、ライオンズク

ラブの一員という自覚をもち、各種作業に常事していきたいと思いま

す。 

ひうちライオンズクラブでは、一番若く至らない所もたくさんありますが、

先輩方の所作を勉強して地域社会に貢献していきたいと思います。 

今後とも皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

楠塗装  代表  小野
お の

 将
まさ

照
てる

 

この度、篠原会長のご推薦を頂き、入会させていただくことになりま

した小野将照と申します。新居浜市内で塗装業を営んでおります。 

入会にあたり様々な説明を聞き活動を知り、私も微力ながらお手伝

いさせてさせていただきたいと思いました。長年にわたり奉仕活動を

されてきた新居浜ひうちライオンズクラブに加入することができ、嬉しく

思っております。至らない点もあるかと思いますが、ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

（株）永易工業  代表  永
なが

易
やす

 政
まさ

良
よし

 

この度、新入会員となりました 株式会社永易工業 永易政良と申

します。 

弊社は、新居浜市高田に事務所を置き、主に住友化学の一次会社

（一宮工務店 ENG）の下請けとして、住友化学で機械のメンテナンス

を主に行っております。 

これからは、伝統ある新居浜ひうちライオンズの一員として、奉仕の

精神で地域、社会貢献活動に尽力していく所存でありますので、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 
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故 土岐和美ライオンを偲んで 

 

 

 謹んでお別れの言葉を申し上げます。 

 土岐さん。あなたの突然の訃報にまだ信じられない

というのが正直な気持ちです。 

 あなたは、１９９６年２月チャーターメンバーとして新居浜ひうちライオンズク

ラブに入会され、１９９９年度クラブ会長。２０００年地区年次大会 副委員長。

２００４年 ２Ｒ-1Ｚ ゾーンチェアパーソンと、重責ある役職を歴任されました。

クラブ結成当初より、長年に亘り当クラブのために尽力されました。そのお姿

は、クラブメンバーの心に深く刻まれています。 

 ライオンズの大先輩であるあなたは、常に新居浜ひうちライオンズクラブの

良き理解者として、クラブを引っ張ってこられました。そしてあなたは、ライオン

ズクラブをこよなく愛し、メンバーを大切にしてくださいました。かけてくださっ

た言葉と、その笑顔を忘れません。心から感謝を申し上げます。 

 どうか安らかにお眠りください。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 越智 慈子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 622回 3月第一例会（書面） 
令和３年 3月 1日（火） 

1. 事務局にて、髙田佳祐さんの入会式実施の報告。 

2. 会報誌次回例会にて配布。 

3. 次期役員候補者の発表は３月理事会後に延期 

 

第 623回 3月第二例会 
令和 4年 3月 15日（火）12：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・新入会員紹介 篠原会長より髙田佳祐さんの紹介 

 スポンサー東口幸平さん 

・ライオンズの誓い 髙田佳祐 

・議事録作成者指名  内田真弓 

 

・会長挨拶 

・ＭＪＦ献金表彰  篠原孝尚 

・メンバーシップキー表彰  越智慈子 

・誕生祝贈呈  

２月４名 岩崎隆義、蓮尾有里、藤田修生、山田心平 

３月６名 伊藤健二、松本裕子、三宅啓介、 

戒田憲昭、横井俊幸、塩崎卓 

・結婚記念月祝品贈呈  ２月１名 永井健之 

  ３月４名 小西孝典、小野勲、戒田憲昭、白石啓子 

・半期収支決算報告  会計 大西理紗 

・上記監査報告  会計監査 田尾忠士 

・次期役員候補者の発表 

・委員会報告 

 会則  不在会員について、例会見学次回２名予定 
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・幹事報告 

スケジュール、会費引落案内、ウクライナ支援金、 

献血車両支援金 

・審議  ２件可決 

・出席報告  31/49 63.3％ 

・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  伊藤浩子 

 

 

第 624回 4月第一例会 
令和 4年 4月 5日（火）12：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 内田真弓 

・議事録作成者指名  山田心平 

・会長挨拶 

・誕生祝品贈呈 ２名 岡部俊一、田尾忠士 

・結婚記念月祝品贈呈 ６名 高橋祐輝、田中克美、 

 眞鍋啓太、大西健司、直野誠司、堀亘 

・次期役員選挙会  可決 

・地区委員報告  GAT眞鍋 

・委員会報告 

 財務   会費引落案内 

 計画大会   次回 4/19CN例会ご案内 

 保健福祉環境保全  4/17清掃 

・幹事報告  スケジュール、地区年次大会について 

・出席報告  30/47  63.8％ 

・テールツイスタータイム ドネーション 33,000円 

・ライオンズローア  小野耕嗣 
 

 

第 625回 4月第二チャーターナイト例会 
令和 4年 4月 19日（火）18：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・入会式（ライオンズの誓い） 

 ２名 小野将照さん、永易政良さん  

 スポンサー篠原孝尚 

・議事録作成者指名  酒井志津香 

・会長挨拶  例会見学者様の紹介 

・古希祝贈呈  大西健司 

・西条 LC周年記念ゴルフ大会表彰 

 永井健之、東口幸平  

・委員会報告 

  保健福祉環境保全  清掃お礼、献血案内、 

・幹事報告  スケジュール 

・出席報告  35/49  71.4％ 

・テールツイスタータイム ドネーション 39,000円 

・閉会ゴング 

・集合写真撮影 

 

第 626回 5月第一例会 
令和 4年 5月 10日（火）12：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名  近藤良二 

・入会式（ライオンズの誓い） 野田明里さん 

 スポンサー 永易政良 

・会長挨拶 

・地区年次大会記念ゴルフ大会表彰  伊藤嘉彦 

・誕生祝品贈呈 ５名 髙田佳祐、藤田聖一、 

田中克美、伊藤嘉彦、野田明里 

・結婚記念月祝品贈呈 ２名 岡部俊一、篠原孝尚 

・委員会報告 

  計画大会  懇親会案内 

  保健福祉環境保全   献血日程変更 

・幹事報告   スケジュール、ＹＥＧ主催クリーンビー

チ新居浜案内 

・出席報告 39/49  79.6％ 

・テールツイスタータイム ドネーション 49,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア  篠原保 

 

 

第 627回 ５月第二リハーサル例会 
令和 4年５月２４日（火）1２：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  髙田佳祐 

・議事録作成者指名  小野耕嗣 

・次期会長挨拶  例会見学者様の紹介 

・ガバナーズアワード発表・表彰  

・委員会報告・次期委員長挨拶 

  会員会則  会員増強に向けての意気込み 

  広報      会報誌原稿ご協力のお願い 

  計画大会  伊予土居 LCや高知鷹城 LC との 

交流等積極的に活動したい 

青少年    アクティビティに積極的にやりたい。ご

協力のお願い 

保健福祉環境保全  献血6/12ご協力のお願い 

  YＥＧ主催クリーンビーチ新居浜案内 

・次期幹事報告  スケジュール、各会合案内、出欠

返信のお願い、会費返金につい

て 

・出席報告  33/49  67.3％ 

・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  山田心平 
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３月第二例会 

篠原孝尚 久しぶりの例会、そして会食です。今後も例会開催

していきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。髙田佳祐さん入会おめでとうございます。

奉仕の精神忘れず頑張ってください。 

越智慈子 久しぶりの例会開催です。新会員の髙田様よろし

くお願いいたします。 

伊藤健二 髙田さん入会おめでとうございます！久々の食事例会

です。このまま良くなることを望みます。 

永井健之 久々のリアル例会開催ができて嬉しく思います。例会も

クラブ活動も「あたりまえ」でなく「有難い」ことだと

つくづく感じます。結婚記念日もすっかり忘れてい

ましたが妻に「ありがとう」をしっかり伝えたいと

思います。 

岡田直人 娘の進学が決まりました。女子大生になります。 

小野耕嗣 春ですね！随分暖かくなってきました。桜も咲いて

良い季節になります。ただ花粉症の方は、私も含め

てしばらく大変だと思います。しっかりマスクを

してひどくならない様に頑張って行きましょ

う！！ 

大西健司 久しぶりの例会、楽しみに来ました。天候も良く

なり気分が良いですね。 

藤田修生 ①ウクライナ支援金頑張ってください！②新入

会員を歓迎いたします。 

内田真弓 久しぶりの例会で楽しみでした。髙田さんご入会おめでとうございます。 

第 62８回 ６月第一・１Ｚ合同例会 
令和 4 年６月８日（水）18：00～リーガロイヤルホテ
ル 

・開会ゴング 

・物故会員黙祷 

・来賓紹介 

  2R-RC 大橋勝英 

  2R-1Z-ZC 伊藤龍一 

  2R-GAT（GMT・FWT・GLT・GST）会則委員 

  眞鍋啓太 

 

・ホストクラブ会長挨拶   

新居浜ＬＣ会長 新田久司 

・来賓挨拶 

2R-RC 大橋勝英 

  2R-1Z-ZC 伊藤龍一 

  2R-GAT（GMT・FWT・GLT・GST）会則委員 

  眞鍋啓太 

・各クラブ幹事報告  スケジュール 

・各クラブ出席報告 37/49  75.5％ 

・閉会ゴング 
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岩崎隆義 久しぶりです。元気で行きましょう！ 

眞鍋啓太 久しぶりの会食フル例会。3/21から全国、解禁、日常に戻る！！うがい、マ

スク、手洗いの励行は続けるとして、三密はやはり必要か？！ 

田尾忠士 久しぶりの例会ですネ。皆さん元気ですか。

コロナに気を付けてがんばって下さい。 

秋山義則 例会は久しぶりですね。今日も元気でね。 

松本 清 お久しぶりです。 

伊藤浩子 会場へ通う通りで桜が咲いていました。コ

ロナが一日も早く終息します様に。今日は

皆様に会えて嬉しかったです。ありがとうございます。 

 

４月第一例会 

篠原孝尚 今日は、小野さん永易さん例会見学ありがとうございます。今月の第二例会で

入会式を開催出来る事楽しみにしております。 

越智慈子 4/24 高松にて年次大会に我がクラブ会長の分科会の発表を誇りに思います。 

永井健之 美しい桜の季節となりましたね！まだまだ厳しい状況が続きますが美しい桜

をイメージして「春風や闘志抱きて丘に立つ」の言葉の如く力強く奉仕活動に

精進していきましょう！ 

永易 勲 桜がきれいです。 

曽我部正二 桜満開 必ずいい事があります。冬は必ず

春となる。 

小野耕嗣 桜が満開ですね！いい季節になりました。

季節感をしっかり感じることの出来る「心

のゆとり」がいつもあればいいですね！ 

馬越 健 平和な世の中になります様に。 

藤田修生 ①早くコロナが納まって欲しい。②ロシアのプーチンに天罰が降りてほしい。

③激辛焼きそばによる激腹痛で正露丸を飲んだ。 

内田真弓 桜が満開！！いい季節となりました。 

眞鍋啓太 漸く例会も通常通りになり、日常が戻ってきたような

感じです。次回はチャーターナイト例会。日頃の無沙

汰を一気に解消すべく楽しみたいと思います。 

田尾忠士 本日の例会 4/5ようやく春が来ました。桜が咲き、し

かしコロナはまだまだ続きそうです。 

秋山義則 現の役員さん達お世話になります。ありがとう。あり

がとう。 

伊藤浩子 桜が満開です。このまま経済もきれいに咲きます様に…。 

髙田佳祐 永易さん、小野さん入会おめでとうございます。 

 

４月第二チャーターナイト例会 

篠原孝尚 今日は小野将照さん、永易政良さん入会おめでとうございます。また野田明里
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さん例会見学ありがとうございます。入会式出来ることを楽しみにしていま

す。今日はＣＮ例会懇親会、皆さん楽しみましょう。 

越智慈子 小野様、永易様のご入会を歓迎いたします。よろしくお願いいたします。 

伊藤健二 小野様、永易様、入会おめでとうございます！大西健司さん古希おめでとうご

ざいます。 

永井健之 小野将照さん、永易政良さん入会おめでとうございます。チャーターナイトと

いう記念日に仲間が増えることが大変嬉しく思います。チームひうち心をひ

とつに頑張っていきましょう！！ 

塩崎 卓 新入会員の小野将照さん永易政良さんおめでとうございます。これからよろ

しくお願いします。 

永易 勲 ＣＮ例会楽しみです！！ 

小野耕嗣 最近、この日が来るたびに歴史の重みの様な

ものを感じる。これからも１年ごと、より存

在感のある団体へなっていきますように！ 

大西健司 小野様、永易様、入会おめでとうございます。

歓迎いたします。 

藤田修生 新入会員の方を歓迎いたします。 

内田真弓 久しぶりの夜例会ですね。小野さん、永易さん、入会おめでとうございます。 

岩崎隆義 今月もよろしくお願いします。 

酒井志津香 久しぶりの例会で皆様にお会いできて嬉しく思います。 

眞鍋啓太 年に１回のチャーターナイト例会、加えて２名の新会員。大いに語り合いまし

ょう。 

田尾忠士 本日の例会チャーターナイト例会。楽しく行いましょうネ。メンバーの皆様よ

ろしく願います。 

秋山義則 久しぶりに夜の例会ですね。 

松本 清 第２８回目のチャーターナイトお目出とうございま

す。 

伊藤浩子 初のチャーターナイト例会への出席です。皆様が健康

に過ごせます様に。本日ありがとうございます。 

蓮尾有里 久しぶりの夜の例会楽しみです。 

高橋祐輝 永易さん小野さんよろしくお願いします。 

小野将照 がんばるぞ！ 

永易政良 入会挨拶緊張しました。宜しくお願いします。 

 

５月第一例会 

篠原孝尚 野田明里さん本日は入会おめでとうございます。ライオンズ活動頑張ってい

きましょう。 

越智慈子 新緑の眩しいよい季節ですね。本日入会の野田明里さんのご入会心から歓迎

いたします。 

永井健之 野田さん入会おめでとうございます！本日はファイトの日！！野田さんの
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「ファイト一発」でひうちライオンズを元気にしてくださいね。 

塩崎 卓 新入会員の野田明里さんおめでとうございます。これからよろしくお願いし

ます。 

永易 勲 野田さん入会おめでとうございます。 

曽我部正二 野田明里様 ご入会おめでとうございます。5/8

母の日 女性おめでとうございます。ひうちライ

オンズは女性パワー全開！ 

馬越 健 お世話になります。 

東口幸平 明里さん入会おめでとうございます。 

藤田修生 ①昨日金子小学校の東の道路で一時停止違反の

罰金 7,000 円を払いました。交通ルールは守り

ましょう。②新入会員を歓迎いたします。 

内田真弓 野田さんご入会おめでとうございます。宜しくお願いします。母の日ありがと

うございました。 

岩崎隆義 今日も元気よろしく。 

酒井志津香 野田さんご入会おめでとうございます。女性が増えて大変うれしいです。 

眞鍋啓太 52 名正会員 49 名。50 名の大台を越えてコロナに負けていないひうちの底

力発揮。大いに誇れるクラブ！！We Serve！ 

松本 清 先日の高松年次大会はご苦労様でした。入会式お目出とうございます。 

伊藤浩子 野田明里様ご入会おめでとうございます。 

大石 豪 野田さんご入会おめでとうございます。宜

しくお願い致します。 

小野将照 梅雨入り間近 

永易政良 野田さん入会おめでとうございます。一緒

に頑張りましょう。 

 

５月第二リハーサル例会 

篠原孝尚 今日はリハーサル例会、来期に向けて準備が進んでます。メンバーの皆さん今

一度委員会の確認、互いのメンバーの顔を覚えておいてください。 

越智慈子 先日、広島市にて複合地区年次大会、３年ぶりの開催。コロナの影響のある中

ですが開催され、ライオニズム高揚が計れました。リハーサル例会ですね。次

期伊藤会長はじめ三役さまよろしくお願いいたします。 

伊藤健二 本日はリハーサル例会です。７月からはこの体制で運営します。慣れるまでに

ご迷惑をおかけすると思いますが、一年間よろしくお願いいたします。 

永井健之 いよいよ次期伊藤健二会長チームのスタートですね！Ｗ伊藤+酒井さんの三

役を中心に更に活性化したひうちライオンズになる事を心から祈念致します。 

塩崎 卓 今日はリハーサル例会です。次期の役員さんリラックスして例会をしてくだ

さい。 

小野耕嗣 伊藤健二会長の年度、スタート間近ですね。いろいろと忙しい時期、しっかり

立ち上げて、良いスタートを切ってください。次年度こそ、コロナが終息し、
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会員の皆が元気で幸せな、楽しい１年になりま

すように。 

馬越 健 明るい未来に！ 

伊藤嘉彦 ドキドキする～！ 

大西健司 気温も高くなりもう夏ですね。もう少しで嫌な

梅雨が来ますね。 

藤田修生 ①暑くなってきました。②リハーサル例会、伊

藤次期会長がんばって下さい。③先日のバーベキュー大会は大変美味しかっ

たです。篠原会長ありがとうございました。 

岩崎隆義 いつもありがとうございます。 

酒井志津香 次期リハーサル例会、前の席で緊張してます。頑張ります。 

眞鍋啓太 もうリハーサル例会の季節。今期もコロナに翻弄された１年。来期は本来の活

動に戻ることを祈って、来期メンバーに期待します。 

秋山義則 本日はごめん、遅刻しました。 

白石啓子 テールツイスターのお仕事をさせて頂くことになりました。出来る限り頑張

りますのでよろしくお願いいたします。 

伊藤浩子 新体制、よろしくお願いいたします。 

 

６月第一・1Z合同例会 

篠原孝尚 ２年ぶりの合同例会開催おめでとうございます。 

越智慈子 土岐和美さんを偲び、心よりご冥福をお祈りいたします。 

塩崎安規 ３年ぶりの合同例会です、。楽しく盛り上がりましょう。 

曽我部正二 2R-1Z合同例会おめでとうございます。 

小野耕嗣 合同例会が開催されること大変うれしく思います。通常の日常生活に早く戻

れますように！ 

馬越 健 初めての合同夜間例会楽しみます。 

藤田修生 久しぶりの 1Z 合同例会懇親会が盛大

に出来てよかったです。 

内田真弓 久しぶりの合同夜間例会楽しみです。 

岩崎隆義 今日もありがとうございます。パワー

いただきました。 

酒井志津香 合同夜間例会楽しみます。 

眞鍋啓太 伊藤 ZC肝入の合同例会。本来２月頃開催されるものですが、今年度はコロナ

禍。それを乗り越えて、本日めでたく開催。５月末ゾーン１５６名の皆様、一

同に会して懇親会、めでたし！！ 

秋山義則 顔の知らないメンバーがいるけど、そのうちわかるかなー。 

白石啓子 今日はよろしくお願いします。 

松本 清 久々の合同例会を楽しみます。よろしく。 

伊藤浩子 初めての合同夜間例会の参加です。ありがとうございます。 

小野将照 暑いです。 
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＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

なかなか終わりが見えないコロナ禍です

が、ワクチン接種も進み、大規模な行事や

イベント等が少しずつ再開していますね。 

先月の春祭りでは、3年ぶりに子供太鼓台

の運行がありました。今年の秋祭りはどう

なるのか…。祭好きの私としましては、今

からすでにそわそわしております。 

中止や延期が多い中、ひうちライオンズク

ラブでは献血や愛ロード清掃など、こんな

情勢でも変わらず続けられていることに感

謝申し上げます。今後ともよろしくお願い

いたします。    T.K 

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 篠原孝尚  幹事 永井健之  会計 大西理紗 

ＭＣ委員長 塩崎安規   広報委員長 藤田聖一 

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 

６月 小野耕嗣 （５日） 

 小西孝典 （１０日） 

 眞鍋啓太 （１８日） 

 東口幸平 （２０日） 

 岡田直人 （２２日） 

 秋山義則 （２６日） 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

 

Wedding anniversary 

 ６月 馬越 健・直子 （３日） 

 永易政良・澪  （１５日） 

 篠原 保・真希 （１８日） 

 伊藤健二・厚子 （３０日） 

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

RZ準備・年次会合

第一・１Ｚ合同例会  18：00～リーガ　　　　　　

第二例会  18：30～　ふじ　　　　　　

YEG主催 クリーンビーチ新居浜

次期三役オリエンテーション　徳島

理事会

献血

新入会員歓迎会・次期委員長スクール(ZOOM)
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