
会長スローガン

『共に繋ごう　明るい未来へ　Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ』

７－９
2022年 No.194

2022.6.21　引継ぎ例会 



 

 

 

 

 

We Serve 
 

２０２２～２０２３年度 

ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区２Ｒ 

 

 

 

 

 

 

国際会長 ブライアン Ｅ・シーハン 

テーマ We Serve（我々は奉仕する） 

メッセージ Together We Can（皆でやればできる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区ガバナー 市村 通夫 

スローガン 感謝を込めてウィサーブ 
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会長   伊藤健二  

この度、新居浜ひうちライオンズクラブ第２７代会長を拝命いたしま

した、伊藤健二です。メンバーの皆様には、日頃例会へのご参加、並び

に社会奉仕活動にご協力いただき誠にありがとうございます。私自身、

経験も知識もまだまだ浅く未熟者ではありますが、伊藤幹事、酒井会

計、そして役員の皆様のお力を頂きながら、クラブ運営に懸命に努力し

て参りますので１年間どうそよろしくお願い申し上げます。 

今期は会長スローガンを 『共に繋ごう 明るい未来へ We Serve』 

と掲げました。未だコロナ禍の先が見通せない時期ではありますが、明

るく楽しい奉仕を出来得る限り展開し、実りのあるものを皆様と共に未来へ繋げていく活動

を行っていきたいと思います。 

最後に、これまでクラブの運営・発展にご尽力されてきた歴代会長や諸先輩の皆様、並び

に会員の皆様に改めて厚く感謝申し上げると共に、今期役員一同へのご指導、ご鞭撻を賜

りたくお願い申し上げ、挨拶にさせていただきます。 

 

幹事  伊藤嘉彦  

本年度、幹事を仰せ付かりました伊藤嘉彦です、大変なお役目を受

けてしまったと改めて実感しています。コロナ禍がなかなか収まらない

状況で例会開催などの方針も決めにくいのですが、会長スローガン

「共に繋ごう 明るい未来へ Ｗe serve」の言葉を軸に伊藤会長の良

き相談相手になり、楽しい例会運営ができるように努めていきたいと思

います。 

人前で話すのが苦手な私です、言い間違い等有ると思いますが（昼

例会の挨拶でこんばんはわざとではありません汗）温かく見守って頂 

ければ幸いです。1年間一生懸命がんばりますのでよろしくお願いいたします。 

 
会計  酒井志津香  

 

この度、会計を拝命いたしました酒井です。 

責任の重大さを痛感しております。健全な会計が務まるよう頑張りたい

と思います。 

会員皆様のご協力とご指導よろしくお願い致します。 

 

2022-2023年度 新任挨拶 
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会員会則委員長  藤田修生  

今期は伊藤会長のもと、会員会則としては純増５名の目標として、皆様

の協力を得られるようにお声がけし、努めて参りたいと思います。 

９月現時点で４６名ですので、５１名を目指し、皆様もご協力よろしくお

願いいたします。 
 

広報委員長  近藤良二  

今年度広報委員長を拝命いたしました近藤良二です。 

広報委員会では会員紹介や行事報告等をまとめ、年 4回の会報誌

発行を行っていきます。また各活動の写真撮影なども積極的に行なって

いきます。会報誌を通じてたくさんの方に新居浜ひうちライオンズの活動

を内外問わず知って頂けるよう努めてまいります。 

一年間よろしくお願いいたします。 
 

計画大会委員長  塩崎 卓  

今期、計画大会委員長を仰せつかりました塩崎です。 

未だコロナが猛威を振るう中、例会運営にも支障が出そうですが、世

の中の情勢を見ながら、懇親会を開催していきたいです。出来れば、秋

以降に日帰り旅行など出来ないかなと考えております。皆様のご意見も

参考にしながら計画していきますので今年もご協力よろしくお願い致しま

す。 
 

青少年委員長  永易  勲  

今年度、青少年委員長を務めさせて頂きます永易勲です。 

青少年委員会の活動は、『青少年の明るい未来へと繋がる大切な活

動である』と、考えております。 

委員長として、既存の活動を丁寧に行うこと。新規事業である“こども

食堂”への支援。また依然収まらないコロナ時代の今、青少年を取り囲む

環境において新たに支援が必要な事は無いかなど考えながら、皆様の

お力をお借りして活動してまいります。 

この一年も、皆様のご指導並びにご協力の程宜しくお願い致します。 

 

保健福祉環境保全委員長  東口幸平  

今年度、保険福祉環境保全委員長を務めさせて頂いております東口

幸平です。清掃活動や献血、皆様のご協力感謝しております。 

輸血活動においては、日本国内では輸血を必要とする方が増加し、献

血をされる方が減少しています。少しでも多くの方の命の為に微力なが

ら活動していきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。 
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        Ｓｔｕｄｉｏ ＳＯＬ  野田
の だ

 明里
あ か り

 

皆さんは【健康】の３大条件をご存知でしょうか(ＷＨＯが提唱してい

ます) 

①身体的健康(身体が元気であること)②精神的健康(心が元気であ

ること) この２つはすぐに思いつくと思います。もう１つあまり意識されて

いませんが、とても大切な条件があります。それが ③社会的健康です。 

社会的健康とは、何かしらのコミュニティーに属し人との繋がりがあること、そしてその中で役

割を担っていることです。 

私が生業とさせていただいているピラティス教室及び食事指導そして子育て支援は、この３

つの健康の底上げを目的としております。この度新居浜ひうちライオンズクラブに入会させて

いただいたことで、私自身の健康を格段にレベルアップ！させることができたと感じております。 

仲間に入れていただけたこと、そして役割を与えていただけること、このことへの喜びと責任を

忘れず、活動を行っていきたいと思っております。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

YEG 主催 第 2 回クリーンビーチ新居浜 

6 月 4 日(土) 10:00～12:00 新居浜荷内海岸 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

クラブ活 動 報 告 

伊藤嘉彦さん、小野将照さん、戒田憲昭さん、小西孝典さん、篠原孝尚さん、田中克美さん、

直野誠司さん、永井健之さん、東口幸平さん、堀亘さん、お疲れ様でした！！ 
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2022年１Ｚ ４クラブ合同例会に参加して 

 第一副会長  戒田憲昭  

２０２２年６月７日、２月より延期とな

っていた１Ｚ４クラブ合同例会が開催さ

れました。久しぶりの合同例会、他クラ

ブとの交流とあって、参加された皆さん

の熱気を感じることができました。 

我が新居浜ひうちライオンズクラブ

は、会長はじめ三役やメンバーの皆さ

んのご尽力があって、新入会員増強が

明らかにダントツで、出席率も良く、正に堂々と合同例会に

参加することができました。他クラブの会員の方と少し話し

たのですが、「クラブに勢いを感じられていいなー」との言

葉もいただきました。 

次年度も、次年度以降も新居浜ひうちライオンズクラブは

勢いそのままに、邁進していけたらいいなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひうち新入会員の紹介 

盛大なアトラクション 

GAT地区委員 眞鍋さん 
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２０２２年度第 3回献血奉仕作業 

越智慈子  

２０２２年度最後の献血の日となりました。コロナ対策も緩和傾向で、好天にも恵まれたた

め、イオンへの買い物客も若干少なく感じましたが、多くの献血にご協力をいただきました。 

 今日の最高気温は２８度。熱中症予防のために献血の受付はイオンモール内にて実施され

ていました。モール内で受付予約し、時間になったら献血バスへ。外で待たずに献血が受け

られる流れです。献血をされる方に、よりストレスのな

いように配慮されていました。献血バスの周囲が

広々としていたため、２３人ものメンバーの参加があ

ったにも関わらず、袋詰め作業や景品の渡しなど、ス

ムーズだったと思います。 

 献血においては、１０代の若年層献血者の減少や、

これからの人口の高齢化に伴う血液不足など、さま

ざまな問題点もあります。今後も皆さまのご協力をお

願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023年度 第 3回献血結果報告 

６月１２日（日） イオン新居浜駐車場 

 

受  付  １28名 

400ml採血 116名 

不採血      12名 

次回の献血は 

10月９日（日）

です。ご協力 

お願いします！ 
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６月第二引継ぎ例会 

幹事   伊藤嘉彦 

２０２２年６月２１日(火)グラッツェふじにて第６２９回新居浜ひうちライオンズクラブ引継ぎ

例会が行われました。 

今期最後の例会で篠原会長の肝入りの企画でした。ものまね芸人の小春さんとぐっちゃ

んの余興がありとても楽しかったです。チャーターメンバー秋山義則さんの全力直球！パチン

と頭に命中！お花が咲いた所はめっちゃ面白かったです。 

１年を締めくくる例会が大成功で終わってよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪華なパフォーマンスで大盛況！ 

地区委員活動 

お疲れ様でした。 
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７月第二納涼例会 

藤田聖一 

７月１９日（火）アサヒビール園にて７月第二納涼例会・懇親会

が行われました。 

沢山の会員が出席され、懇親が深まり、情報交換も盛んに行われ

ました。また、皆勤賞表彰、誕生祝品贈呈、結婚記念月祝品贈呈も

行われ、大いに盛り上がりました。 

こんなご時世ではありますが、今後もこのような懇親会が開催で

きることを祈っております。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
第 58回献血運動推進全国大会 

令和４年７月１４日（木） １３：３０～１５：３０  

愛媛県民文化会館 

会長が出席し、厚生労働大臣より献血運動の

功績を表彰され、賞状と記念品をいただきまし

た。 

 

２０２１年度皆勤賞を獲得した、伊藤健二さん、伊藤浩子さん、伊藤嘉彦さん、内田真弓

さん、大西健司さん、越智慈子さん、小野勲さん、戒田憲昭さん、篠原孝尚さん、直野誠

司さん、永易勲さん、松本清さん、眞鍋啓太さんの１３名の皆様、おめでとうございます！！ 
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第 629回 6月第二引継ぎ例会 
令和 4年 6月 21日（火）18：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 山田心平 

・議事録作成者指名  小野将照 

・会長挨拶 

・幹事挨拶 

・会計挨拶 

・三役ピンの引継ぎ、花束贈呈 

・地区委員へ感謝状、花束贈呈 

・地区委員挨拶、活動報告 

・小野耕嗣さんより挨拶 

・委員会報告 

・幹事報告   スケジュール、物故会員への感謝状 

・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 48,000円 

・閉会ゴング 

 懇親会 

・ガバナーズアワード表彰 

・スポンサー賞 ４名 

 篠原孝尚、永易政良、東口幸平、眞鍋啓太 

・誕生祝品贈呈 6名  小野耕嗣、小西孝典、 

眞鍋啓太、東口幸平、岡田直人、秋山義則 

・結婚記念月祝品贈呈 4名  

馬越健、永易政良、篠原保、伊藤健二 

・アトラクション ものまね芸人 

 小春＆ぐっちゃん歌謡ショー 

・ライオンズローア  

・第 631回 7月第二納涼例会 
令和 4年 7月 19日（火）19：00～ アサヒビール園 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  酒井志津香 

・議事録作成者指名  藤田聖一 

・会長挨拶 

・委員会報告 

  広報  広報費でクラブ用スマホを購入 

  保健福祉環境保全  7/30市民一斉清掃延期 

・幹事報告  スケジュール、募金のお願い 

・閉会ゴング 

 懇親会 

・2021-2022年度皆勤賞 13名 

 篠原孝尚、越智慈子、伊藤健二、戒田憲昭、 

永易勲、直野誠司、眞鍋啓太、内田真弓、 

小野勲、大西健司、松本清、伊藤浩子、伊藤嘉彦 

・出席報告  31/46  67.4％ 

・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  髙田佳祐 

第 630回 7月第一例会 
令和 4年 7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  近藤良二 

・議事録作成者指名  越智慈子 

・会長挨拶 

・前三役へ感謝状と記念品の贈呈 

・前期収支決算報告 

・上記監査報告 

・審議① 

・2022-2023年度予算（案）、例会日、会費、 

構成表等 

・審議② 

・委員長挨拶及び委員会事業計画 

・支援金贈呈  拳剛会館 田中克美 

・幹事報告  退会者、スケジュール、各会合案内、メ

ンバーシップカード、会員手帳 

・出席報告  35/46  76.1％ 

・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  秋山義則 

第 632回 8月第一例会 
令和 4年 8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  伊藤浩子 

・議事録作成者指名 大西健司 

・来訪者紹介 

 新居浜市少年少女発明クラブ 平田利實様 

2R-1Z-ZC 秋山克幸様 

2R-1Z-ZCA 白川誉様 

・会長挨拶 

・来訪者挨拶 2R-1Z-ZC 秋山克幸様 

・卓話「新居浜市少年少女発明クラブ活動報告」  

新居浜市少年少女発明クラブ 平田利實様 

・支援金贈呈 

・誕生祝品贈呈 7名 小野勲、直野誠司、松本秋津、 

亀崎千恵、越智慈子、大石豪、酒井志津香 

・結婚記念祝品贈呈 1名 越智慈子 

・委員会報告 

 会則   会員増強のお願い 

 計画大会  8/5（金）18：30委員会懇親会開催 

 青少年   平和ポスター、ソフトボール大会 9/3 

・幹事報告  スケジュール 

・出席報告  27/46  58.7％ 

・テールツイスタータイム  ドネーション 35,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア  東口幸平 
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6 月第二例会 

篠原孝尚 今期最後の例会となりました。皆様のご協力のもと無事一年を終えることができ

ました。ありがとうございました。 

越智慈子 今期篠原会長をはじめ三役さん大変お疲れ様でした。 

伊藤健二 篠原会長、永井幹事、大西会計、運営年間お疲れ様でした！また直野テーマー、

松本テールツイスター、スムーズな例会進行ありがとうございました。次回より

新体制で運営です。皆さんよろしくお願いします。 

戒田憲昭 三役はじめ皆様、一年間お疲れ様でした！ 

永井健之 一年間三役を支えて頂きありがとうございました。次期の伊藤会長をリーダーと

した新ひうちライオンズチームの更なる成長と発展を祈念致します。 

塩崎 卓 本日は今年度最後の例会です。今年の三役と役員

の皆様お疲れ様でした。コロナ禍での活動、素晴

らしかったです。 

永易 勲 みなさん一年間おつかれ様でした。 

塩崎安規 今日は今期最後の例会です。現役員の皆さんおつ

かれ様でした。次期役員の皆さんよろしくお願い

いします。今日楽しく懇親を深めましょう。 

小野耕嗣 長い間大変お世話になりました。新居浜ひうちライオンズクラブの益々の発展を

お祈りいたします。「感謝」 

馬越 健 何も出来ない一年でしたが皆さんありがとうございました。 

大西健司 一年間お世話になりました。 

第 633回 8月第二例会 
令和 4年 8月 23日（火）12：30～ グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  藤田修生 

・議事録作成者指名  篠原保 

・来訪者紹介 

 地域食堂 Orange kitchen実行委員会事務局 

 小西裕子（こにし ひろこ）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（まなべ かずしと）様 

・会長挨拶 

・卓話「子ども食堂 活動紹介」 

 地域食堂Orange kitchen実行委員会 事務局 小

西裕子様 

・支援金贈呈  子ども食堂、少年ソフトボール大会 

 

・LCIFキャンペーン 100 アワード表彰 

越智慈子、篠原孝尚 ２名 

・委員会報告 

 会則   退会者の報告、Ｚ会議の報告 

 青少年  9/3 ソフトボール大会の案内 

 計画大会  日帰り旅行のアンケート配布回収 

・幹事報告  ソフトボール大会兼清掃の案内、スケ

ジュール 

・出席報告    31/46  67.4％ 

・テールツイスタータイム  ドネーション 33,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア  小西孝典 
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藤田修生 先日ゾーン合同例会、引継ぎゾーン懇親会、そし

て今日の引継ぎ例会、だんだんと賑やかになって

きました。 

内田真弓 一年間三役の皆さんお疲れ様でした。2R-GAT 会

則委員眞鍋さんお疲れ様でした。 

岩崎隆義 今日もありがとう。 

酒井志津香 今期の役員様おつかれ様でした。来期もよろしくお願いします。 

眞鍋啓太 2021-2022 期も終わりつつあります。今年度はスポンサー４名の御努力で９名

の方が入会されました。ただチャーターメンバーの土岐さんが亡くなられ、もう

一方チャーターメンバーが退会され５名の方がひうちを去りました。退会者の御

活躍をお祈りいたしますとともに益々残った我々の奮起が求められています。 

秋山義則 篠原会長の船出でありました。最後までやり通したくださりましたこと、本当に

感謝申し上げます。これからもよろしくお願い申し上げます。 

白石啓子 引継ぎですね。今までご苦労様でした。新しい方、頑張りましょう。今日の懇親

会楽しみです(^^)  

松本 清 篠原会長おつかれさまでした。伊藤第一副会長これから頑張って下さい。 

伊藤浩子 今期最後の例会に出席出来まして光栄です。来期も皆様と元気にお会い出来ます

様に。役員の方々大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

７月第一例会 

伊藤健二 本日より新たな一年が始まります。皆様、楽し

く We Serve！宜しくお願いします！ 

篠原孝尚 新しい年度が始まりました。今期一年皆様よ

ろしくお願い致します。 

戒田憲昭 伊藤新会長体制のスタートですね。一年間が

んばりましょう！ 

永井健之 新三役のスタートですね！「共に繋ごう明るい未来」のスローガンの元で頑張り

ましょう！※曽我部さん 10 周年おめでとうございます。 

伊藤嘉彦 幹事の伊藤です。一年間やんわりお願いします♡ 

酒井志津香 前三役の皆様お疲れ様でした。今期会計を拝命されました。ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願いします。 

藤田修生 ①会員増強よろしくです。②伊藤会長の船出を祝います。 

馬越 健 新しい期となります。よろしくお願いします。 

白石啓子 新体制の一員として頑張ります。 

大西健司 今日からまた新しく始まります。一年間皆様よろしくお願いします。 

松本 清 今年度、最初の例会ですね。お目出度うご座居ます。頑張って下さい。 

横井俊幸 久しぶりです！体調の良いときは参加します！ 

塩崎 卓 今期最初の例会です。役員の皆様、今期も盛り上げていきましょう。 

永易 勲 今期もよろしくお願いします。 
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眞鍋啓太 「共に繋ごう 明るい未来へ」のスローガンのもと会員目標 52 名を達成すべく

全会員一丸となって、今期の活動を推進していきましょう。私も微力ですががん

ばります。 

塩崎安規 新年度が始まりました。新しい役員のみなさんよろしくお願いします。 

秋山義則 新役員のスタートですね。楽しんで喜んでくださいねー。 

越智慈子 篠原会長はじめ三役の皆様一年間大変ご苦労様でした。伊藤会長新三役の皆様、

よろしくお願いします。一年間はあっという間です。 

曽我部正二 新体制のスタートおめでとうございます。伊藤会長、伊藤幹事、酒井会計、理事、

委員長、各委員の方、よろしくお願いします。当社サンフラワー（株）10 周年を

むかえました。ありがとうございます。感謝！ 

伊藤浩子 新しい期がスタートいたしました。新委員会に

て頑張りたいと思います。 

内田真弓 伊藤会長丸、今日から出航です。良い航海にな

りますように。 

岩崎隆義 今日もよろしくお願いします。 

小野将照 暑いですよ。 

 

７月第二納涼例会 

伊藤健二 本日の納涼例会、多数のご参加ありがとうございます。見学者の合田様よろしく

お願いします。コロナ禍でまた会合の開催が大変になりそうですが、注意深く運

営していきます。 

永井健之 暑い日が続きますがひうちライオンズチームは更に熱く盛り上がって行きましょ

う！ 

酒井志津香 納涼例会、飲んで食べて楽しみましょう。 

馬越 健 ワクチン４回目打ちました。今は最強です。 

白石啓子 アサヒビール園すっごく楽しみです。 

松本 清 見学の合田じゅんぺい君をよろしくお願いします。 

塩崎 卓 本日は納涼例会です。皆さんルールを守って懇親会を楽しみましょう。 

永易 勲 楽しみましょう！！ 

眞鍋啓太 久しぶりの納涼例会、楽しく、静かに飲んでコロナを吹き飛ばす！！ 

塩崎安規 久しぶりのアサヒビール園での例会です。楽しくやりましょう。 

秋山義則 新しい役員さんお世話になります。ありがとうございます。 

内田真弓 楽しみです。 

岩崎隆義 今日もよろしくね。 

 

８月第一例会 

伊藤健二 本日は、発明クラブより平田様、秋山ＺＣ、白川Ｚ

ＣＡにご来訪いただきましてありがとうございま

した。コロナがなかなか治まりません。注意深く、

頑張っていきましょう！ 
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篠原孝尚 本日は、平田利寶様、発明クラブ活動報告ありがとうございました。秋山克幸Ｚ

Ｃ、白川誉ＺＣＡ、お忙しい中、御来訪誠にありがとうございました。 

永井健之 秋山ＺＣ、白川ＺＣＡ、本日はようこそひうちライオンズへ！今後とも、１Ｚを

一緒に盛り上げましょう。平田様、卓話ありがとうございました。 

酒井志津香 夏バテしないよう頑張りましょう。 

藤田修生 コロナ第７波…早く治まってほしい！ 

馬越 健 早く平和になりますよう！ 

白石啓子 平田様、秋山様、白川様、ありがとうございます。コ

ロナに負けず頑張りましょう。 

大西健司 暑くなりました。熱中症と拡大しているコロナに皆様

気を付けましょう。 

塩崎 卓 新居浜市少年少女発明クラブ平田利寶様、２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ秋山克幸様、２Ｒ－

１Ｚ－ZCＡ白川誉様、例会訪問を歓迎致します。 

眞鍋啓太 ＺＣ。ＺＣＡ、そして発明協会のゲストさんお疲れ様です。今後とも新居浜ひう

ちＬＣの御指導宜しくお願いします。 

秋山義則 すごい勢いでコロナが！元気が一番ですね本当に。 

伊藤浩子 皆様とお会い出来て嬉しいです。初のライオンズの誓いをさせて頂きました。あ

りがとうございます。 

内田真弓 ＺＣ、ＺＣＡ、卓話平田様、ご訪問ありがとうご

ざいます。 

岩崎隆義 今日もよろしくお願いします。 

小野将照 暑さとの戦い。 

 

 

８月第二例会 

伊藤健二 地域食堂小西様、スポーツ協会真鍋様ご来訪ありがとうございます。9/3 ソフト

ボール大会、宜しくお願いいたします。 

篠原孝尚 本日は、小西裕子様、真鍋和人様、お忙しい中ご来訪ありがとうございました。 

永井健之 真鍋本部長ご来訪ありがとうございます。小西様、素晴らしい卓話ありがとうご

ざいました。共にスポーツや子ども食堂を通して青少年の育成活動を盛り上げて

行きましょう。 

伊藤嘉彦 コロナものすごい勢いです。皆様がかかりません

ように！ 

酒井志津香 毎日暑いですね。夏バテせず頑張りましょう。 

藤田修生 なかなかコロナが治まりません。 

馬越 健 おくれてすみません！ 

白石啓子 子ども食堂、頑張ってください。 

大西健司 暑いですね。コロナが治まりません。 

塩崎 卓 地域食堂事務局小西裕子様、卓話宜しくお願いいたします。新居浜市スポーツ協

会会長真鍋和人様、例会訪問ありがとうございます。 
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眞鍋啓太 子ども食堂活動紹介小西様ありがとうございます。真

鍋本部長毎年お疲れ様です。御両名ともども今後とも

宜しくお願い申し上げます。 

秋山義則 あついねぇー夏じゃからあたり前。 

伊藤浩子 残暑はまだまだ続きそうですね。例会に参加出来まし

た。ありがとうございます。 

岩崎隆義 今月もよろしく。来訪ありがとうございます。 

小野将照 いつまでも暑いね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 
７月 白石啓子 （１４日） 

 篠原 保 （２９日） 

８月 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） 

大石 豪 （１９日） 

酒井志津香（２４日） 

９月 大西健司 （３日） 

 永易 勲 （１３日） 

 馬越 健 （２６日） 

１０月 堀 亘  （１５日） 

１１月 塩崎安規 （１０日） 

 永井良幸 （１３日） 

 篠原孝尚 （２０日） 

 高橋祐輝 （２０日） 

 永易政良 （２１日） 

Wedding anniversary 
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 松本 清・富美子（１２日） 

 松本裕子・和也 （１３日） 

 伊藤嘉彦・友子 （１９日） 

１０月 横井俊幸・伊都美（７日） 

 秋山義則・セツコ（３１日） 

 

１１月 山田心平・早都 （７日） 

 永井良幸・忍  （１１日） 

 永易 勲・しのぶ（１５日） 

 酒井志津香・英治（１８日） 

 伊藤浩子・忠昭 （２１日） 
 

おめでとうございます！ 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

日本は、現在も感染者数が増加しているもののウィズコロナとともにする考え

方がまとまりつつあります。染拡大が落ち着かずとも、事業活動や例会設営方法

も前年のような困惑しないマニュアルも確立しつつあります。 

2022/7〜伊藤会長を軸とした年度がスタートし、メンバーの親睦、円滑なライ

オンズ活動か増゙やせることを祈っています。               Ｒ．Ｋ 
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新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 伊藤健二  幹事 伊藤嘉彦  会計 酒井志津香 

広報委員長 近藤良二 

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 

日 曜 曜 曜

1 木 土 火

2 金 日 水

3 土 月 木

4 日 火 金

5 月 水 土

6 火 木 日

7 水 金 月

8 木 土 火

9 金 日 水

10 土 月 木

11 日 火 金

12 月 水 土

13 火 木 日

14 水 金 月

15 木 土 火

16 金 日 水

17 土 月 木

18 日 火 金

19 月 水 土

20 火 木 日

21 水 金 月

22 木 土 火

23 金 日 水

24 土 月 木

25 日 火 金

26 月 水 土

27 火 木 日

28 火 金 月

29 水 土 火

30 木 日 水

31 月

理事会 19：00～ ふじ

献血　

理事会 19：00～ ふじ

新会員オリテ・リーダーシップ研修

小学生バレーボール大会１日目

マリンパーク清掃 7:00～

９　月 １０　月 １１　 月

第一例会 12：30～ ふじ

第二例会 12：30～ ふじ

親善ゴルフ大会（今治CC）

第二例会 12：30～ ふじ

第二芋炊き例会 18：30～

理事会 19：00～ ふじ

第一例会 12：30～ ふじ

小学生バレーボール大会２日目

ガバナー公式訪問

少年ソフトボール大会・清掃

第一例会・世界ライオンズデー 

少年ソフトボール大会 決勝戦
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