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有限会社永井商會 代表取締役 永井健之
ながいたけし

 

この度（2017年8月）、ひうちライオンズクラブのお仲間に加

えて頂くことができました、有限会社永井商會の永井でございま

す。弊社はau、Softbank、ワイモバイルの3キャリアを中予、東

予地域で7店舗運営している会社でございます。 

経営理念は「価値・感動を伝え“ありがとう”をケータイする人

で溢れる世界を創る！」ですが、私は毎日繰り返される業務（仕

事）を形骸化、作業化させずに、常にイノベーションをおこし、

圧倒的価値を創りつづけ、激変するお客様や市場のニーズやイン

サイトに働きかけ、社会貢献を果たせる「志事」を行う企業に成長させたいと切に願

っています。また、設立18年目を向かえるにあたり、あらためて自分自身が地域や社

会に貢献ができているか？と自問してみると、例え経営理念やビジョンを明文化して

いても、実際に具体的な行動がほとんどできていないことに気づきました。塩崎会長

がスローガンに掲げられている「心ひとつで地域に奉仕」という言葉どおり、これか

らは素晴らしいひうちライオンズの先輩方や仲間とともに、献血活動、スポーツ、清

掃など、社会貢献活動を精一杯行わせて頂こうと思います。今後とも宜しくお願い致

します。 

 

呑処ゆう庵 代表 蓮尾
はすお

有里
ゆ り

 

この度新会員となりました、呑処ゆう庵 蓮尾有里と申しま

す。入会のしおりのライオンと呼ばるる人に共感し、私も微笑

みを絶やさず、人類を愛し愛され親しまれる人、お店を目標に

頑張りたいと思います。 

わからない事ばかりですが、宜しくお願い致します。 

 

堤亭 代表 京野
きょうの

弥生
やよい

 

「堤亭」を引き継ぎました京野弥生です。6月から新居浜市

民となり、4ヶ月が過ぎました。オープン当初は AWAY感があ

り、緊張の連続で話すことすらできず、多少なりとも呑める口

があればお口も滑らかになれるのですが、如何せんアルコール

分解酵素を持ち合わせていない体質です。 

私が″こなせる″ことを″こなしたら″良いのだと思うよう

にしましたら、肩の力が抜け、視野が広がりつつあります。今

回ライオンズクラブへの入会のお話を頂き、「心ひとつで地域に奉仕」のスローガン

に少しでも近づけるように活動し、ささやかな楽しみを見つけたいと思います。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

新入会員紹介 
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第 22 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を無事終え

る事が出来ました。ひうちカップは毎年 11 月に行われていましたが、今年は愛媛国体

と重なり 2か月程早く 9月 16・17日の両日となりました。 

台風の時期とも重なり、大会 2日目に上陸という事で 1日のみの開催となりました。こ

の大会を目指して、頑張ってきた各チームの皆さんも非常に残念だった事と思います。 

各選手のプレーを見ているとサーブ 1 本にしても小学生とは思えないくらいの技術力

で驚く事ばかりでした。 

次回の大会では、更に技術を上げたプレーが見られる事を楽しみにしています。 

最後に、本大会にご尽力を賜り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、

大変お世話になりました。 

そして、悪天候にも関わりませずご参加くださいました新居浜ひうちライオンズクラブ

の皆様お疲れ様でございました。 

                        青少年委員長 篠原孝尚 
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9 月 23 日土曜日 惣開小学校にて避難所体験シュミレーション訓練が行われました。

会員 15名の参加 曇り空でしたが雨が降らず良かったと思いました。 

防災教室のあと 身近なものを活用して 自分たちでかまどを作ろう！ という事で ピ

ザパンセットを作りアルミ箔 濡れ新聞で包んで牛乳パックに入れ ブロックでかまど

を作って焼いて食べるという事を子供たちと一緒に体験しました。 

非常時にはこういう風にすればいいと大人ながら一緒に学べて良かったです。 

このような知識は必要ですが、出来れば使う事がない事を願ってます。 

青少年副委員長 内田真弓 
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9月23日土曜日にマリンパークにて清掃を行いました。愛媛でつなぐ国体で、

セーリング競技が開催される場所、我がクラブと関係がある場所という事で、新

居浜市国体推進課の指示で実施されました。海岸に打ち寄せられたプラスチッ

ク類をメインにたくさんのごみを収集しました。最近ぐずついた天候が続き心

配されましたが、雨も降ることなく、途中からみきゃんも参加して頂き、和気あ

いあいな雰囲気で楽しみながら無事終了致しました。会員の皆様、ありがとうご

ざいました。 

保健環境保全委員長 大西健司 
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９月１９日（火曜日）関川河川敷ふるさと広場にて開催されました、伊予土

居ライオンズクラブとの合同例会に参加しました。今年で三回目の開催となる

合同例会、きっかけは、四年前、私が会長の時でした。当時の伊予土居ライオ

ンズクラブの計画大会委員長が、高校時代の同級生であった岸良一さんでし

た。一緒にいもたきを食べながら、例会を開催しようという話がとんとん拍子

に進み、開催に至り、初回は新居浜での開催でした。その二年後は、土居で開

催、そしてさらに二年後となった今年も、土居での開催となりました。直前の

台風直撃で、開催も危ぶまれましたが、無事開催でき、本当に良かったです。

地元の芋でつくった焼酎、『やまじごろし』と『うまの風』も美味しくいただ

きました。今年は、岸さんが伊予土居ライオンズクラブの会長、そして私が計

画大会理事というのも、初回を思い出し、感慨深いものとなりました。次年度

以降も継続事業として開催されることを期待します。 

田坂嘉朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予土居ＬＣ合同例会 
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10 月 8 日、山根公園「ライオンズの庭」に於いて 1Z 4 クラブ合同例会が開催され

た。新顔の女性会員さんが目につき、他クラブも会員増強に励んでいるよう見受けられ

た。出席報告の時、我がクラブの会員数が新居浜 LC に次いで 2 位であり下位と比べる

と 10名近い差があった。首位とは 20名近い差があるものの、現在のすばらしい会員増

強を続ければ、近い将来追いつくことだろう。「ライオンズの庭」は、2R初代ガバナー

故山本哲也（新居浜 LC）氏が、1986 年 4 月 20 日（日）地区年次大会記念事業として、

山根公園エリア通称煙突山北山麓の中腹の位置、庭園面積 2000m2 に純日本庭園を造成

し新居浜市に寄贈したものである。この事業は 2R 13クラブ（1Z新居浜・伊予三島・西

条・川之江・東予・伊予土居・新居浜中央・伊予三島法皇・伊予小松）（2Z今治・今治

中央・菊間・今治東 各 LC） 

会員 785 名が 1000 万円を拠出し完成させた。特に 4 月の花見には桜が満開となりすば

らしい景色を見ることができます。見たことのない方は、一度見る価値があると思いま

すよ。 

来年のライオンズ奉仕デーは、中央公園になります。会員がドロップすることなく 1年

後を迎えられますことを祈念いたします。 

直前会長 塩崎安規  
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新居浜市では平成２３年度に老朽危険家屋「空き家等」調査を実施。調査対象は新居浜

市全域にて実施。市内全家屋が５７．２２６戸に対し、全壊４０戸、半壊６９８戸、空

き家は２．５９０戸で合計３．３２８戸であった。 

４年後の平成２７年度の空き家等実施調査では３．０５６戸に減少。危険度３は１１８

戸、 

危険度２は６２戸、危険度１が３７９戸である。すなわち現在約６００戸が老朽危険空

き家となっている。 

空き家を放っておくと傷みの進行が早く、雨漏りやシロアリ害虫による外壁の剥離や門

扉の崩れ、屋根や雨どいの破損等進行、老朽化による倒壊、放火による火災、不審者の

侵入が考えられ危険である。なぜ空き家になるかというと親が施設に入居したとか別の

住宅に転居したことが主な原因である。 

空き家の適切な管理は空き家等対策の推進に関する特別処置法第３条により所有者等

の責務となる。また空き家等の損傷で第三者に損害を与えると民法第７０９条、第７１

７条に基づき所有者等が損害賠償を負うことになる。 

市町村は特別処置法第４条により空き家等対策計画の作成並びにこれに基づく対策を

講じなければならないが、現実的には所有者の死亡によるものや相続等の様々な原因に

より管理不全状態となっている。新居浜市も空き家等対策協議会を設立し協議を行って

はいるが目に見えての効果は乏しい。平成２８年度も協議会４回、専門部会を３回開催

し協議を行った。そのような中、平成２９年３月に新居浜市は空き家等対策計画を策定。

対象地区や計画期間を決め新たに空き家等の調査を開始。法律が変わり、空き家等対策

推進に関する特別処置法第９条２項によれば市町村長は危険空き家に対し助言や指導

はもちろんのこと職員や委任者に空き家と認められる場所に立ち入って調査をするこ

とが認められた。 

空き家等の利活用に関しては現在市の地方創生推進室が取り組んでおり、空き家バンク

に登録しておけば空き家を活かすことも可能。情報を見て借りたい、買いたいという移

住希望者と所有者との橋渡しを市・宅建協会が手伝ってくれる制度である。 

特定空き家等に関する処置としては１４条により助言・指導・勧告、命令が出来るよう

になり行政代執行も可能となっており、これからは所有者へ費用請求も出るようにな

った。 

新居浜市は毎年市の予算で老朽危険空き家除去事業により除去を促進しているが危険

空き家を処分しているが追い付かない「目だって減らない」のが実情である。 

主たる原因としては相続者の死亡により相続されないままの放置がダントツで、相続の

放棄や解体費を捻出できずそのままにしている所有者が増えているのが問題である。解

体処分に関しては所有者の親族・子や孫まで全員の同意が必要であるが故行政側も相続

者を探すのに苦慮し時間を費やしている。法令は変わっても今後は行政代執行がますま

す増え、市の財政も圧迫する日も近いと感じる。深刻な問題である。     

                         私感 平成２９年８月２２日 

                        新居浜市議会議員 田窪 秀道 
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平成 29 年 7 月より会員会則の委員長となり、改めて会員増強の大切さをひ

しひしと感じさせて頂いております。 

平成 26 年 7 月より、私が会長になり、藤田修生幹事、越智慈子会計の三役

で力を合わせ、“何が何でも会員増強をやるぞ‼”を合言葉に会員増強の活動が

始まり、その一番初めに岡田直人さんと出会い、そして入会していただく事に

より 益々活動にはずみがつくとともに、会員増強のきっかけになりましたこ

とを、今でも嬉しく思っております。 

 

  

この度、岡田土地家屋調査士事務所にてメンバーの岡田直人さんに、会員増

強、会員拡大に繋げていくにはどうすればよいか、インタビューしました。 

 

 

 

 

岡田直人さんのご意見として 

 

1） 他クラブと交流をもち、その会員さんとの交流をすることで、新し

い活動に興味がもてるようになるのではないでしょうか。 

 

2） アクティビティに参加することで、連帯感がうまれてくるように思

う。またそうすることによって、会員同士の交流も増えるのではな

いでしょうか。 

 

3） 奉仕活動をすることによって責任感を持つことができ、如いては自

分の仕事にも通じるものがあり、奉仕活動の大切さを知り、新会員

の勧誘をする気持ちになれるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

岡田さんありがとうございました。                

 会員会則委員長 秋山 義則 
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９月例会にて、ライオンズ 100

周年記念会員増強賞をいただきま

した。バッチは金色です。この賞

は、我クラブが新会員の勧誘と維

持への貢献をしたということに与

えられた賞です。  

私は平成 27 年に、源代晴基会長

のもと、松本秋津会計とともに三役

をさせていただきました。その年の

5 月に伊藤健二さん、9 月に大石豪

さん、11月に篠原孝尚さんが、新入

会員として我クラブに入会をしていただきました。そして、この方たちが現在も 

在籍しており、さらにはクラブ内においても、大いに活躍をされています。 

1995 年の新居浜ひうちライオンズクラブ発足以来、チャーターメンバーをは

じめメンバーの皆様が大変な苦労をして 22年の歴史をつくってきました。この

素晴らしいひうちの風土の中で、新会員の勧誘・維持の流れはクラブのなかでも

強くなっています。素晴らしい仲間も増えてまいりました。この賞は皆様お一人

おひとりが獲得したものと言えます。今後私自身も、賞に恥じないよう感謝の気

持ちをもって、更に精進していきたいと思います。 

越智慈子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wedding anniversary 

１１月 永易勲・しのぶ （１５日） 

岡周平・公子 （１８日） 

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） 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ  

１１月 塩崎安規 （１０日）  

篠原孝尚 （２０日） 

１２月 永井健之 （１日） 

内田真弓 （３日） 

日野満明 （２０日） 

岡周平  （２５日） 
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第 516回 ＺＣ訪問例会 

H29年 8月 1日（火） 12；30～グラッツェふじ 

・故 横井文明追悼 黙祷 

・来訪者紹介  

2R-1ZC  新居浜 LC白石誠一様 

2R-1ZCA 新居浜 LC 伊藤嘉秀様 

新居浜市小学生バレーボール協会連盟代表

理事中平修一様 

・会長挨拶  塩崎卓 

・入会式 永井健之 総務委員 

・来訪者挨拶 

・支援金贈呈 

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  

バレーボール協会中平修一様 

ブラインドダンス 福祉委員長 岡部俊一 

・結婚記念月 越智慈子さんご夫婦 

・委員会報告 

 総務  会報誌初回配布、次回 11 月発行 

 青少年 小学生バレーボール大会、防災キャ

ンプ  

 福祉   ブラインドダンス 

 保健環境保全 愛ロード、献血の報告、お礼 

・幹事報告 横井文明さんの追悼、スポーツ大

会においてソフトバレーボール練習 

・出席報告  82.9％ 

・テールツイスター  岡田直人  

ドネーション¥40,000 

・ライオンズローア  田窪秀道 

 

第 517回  

H29年 8月 22日（火）12：30～グラッツェふじ 

・来訪者紹介  

2R-RC  川之江中央 LC 石川正人様 

2R-ＧＭＴ・ＧＬＴ・FWT・会則委員           

新居浜別子 LC 若狭努様 

2R-青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員      

川之江 LC 高原章様 

2R-環境保全・保健福祉・アラート委員 

伊予土居 LC 越智滋様 

愛媛県赤十字血液センター 

兵頭健一様、稲井悠介様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 
 

 

  

・会長挨拶  塩崎卓 

・入会式  蓮尾有里 保健福祉環境保全委員 

・来訪者挨拶 

・卓話   

愛媛県赤十字血液センターより兵頭健一様 

  “ライオンズクラブと血液センターの連携につ

いて” 

  毎年献血者が増加傾向にある。引き続きご協

力お願いしますとお礼の言葉を頂く 

・委員会報告 

 青少年  バレーボール大会 9 月 16・17 日、懇

親会 9 月 16 日、防災キャンプ 9 月 22・23

日、 ✩防災キャンプ拠出金 

 福祉   ブラインドダンス 8月 26日 

・幹事報告 薬物乱用防止募金 12,000、横井文

明さんの会費返金、会員拠出金分割して支

払い、理事欠員のため新理事は岡周平、 

✩ライフジャケット 

・審議 ✩可決 

・出席報告  88.4％ 

・テールツイスター 岡田直人 

ドネーション￥54,000 

・ライオンズローア 戒田憲昭 

 

第 518回 

H29年 9月 5日（火）12:30～グラッツェふじ 

・来訪者紹介 新居浜別子 LC 白石寛樹様 

・入会式 京野弥生 計画大会委員 

・会長挨拶  事業がたくさん控えているので委員

会で役割を把握する事 

・卓話 新居浜別子ライオンズクラブ 白石寛樹様 

・ライオンズ 100周年記念会員増強賞 越智慈子 

・新入会員記念品贈呈 永井健之 

・結婚記念月 岡田直人さん、松本清さんご夫婦 

・LCIFの DVD鑑賞 

・委員会報告 

 会員会則 9月 16日(土)徳島 会員増強研修会 

青少年  防災キャンプ拠出金贈呈済、小学生

バレーボール大会の懇親会参加願い 

福祉   9月 16日(土)ブラインドダンス案内 

保健環境保全 9月 23日(土)マリンパーク清掃 

 

例会報告 
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・幹事報告 新入会員を歓迎、会員 40人～50人 

を目指す、ガバナー公式訪問の報告、ペナント

披露、2R親善ゴルフ大会 10月 28日(土)取りま

とめ戒田、次回例会 9月 19日(火)伊予土居 LC

合同例会 17:20集合、17：30出発、 

・出席報告 86.4％ 

・テールツイスター 岡田直人  

ドネーション￥46,000 

・ライオンズローア 永易勲 

第 519回 伊予土居 LC合同例会 

H29年 9月 19日（火）16:30～ 

 

 

土居町芋炊き会場にて 

・会長挨拶 

・幹事報告  

・懇親会開宴の辞  

・乾杯  

・ライオンズローア 

 

第 520回  

世界ライオンズデー 新居浜４クラブ合同例会 

H29年 10月 8日（日）6:00～ 山根公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊８月第一例会＊ 

塩崎卓 ZC 白石様、ZCA 伊藤様、新居浜市小学生バレーボール協会中平様、例

会訪問歓迎いたします。永井様宜しくお願いします。 

塩崎安規 白石 ZC、伊藤 ZCA、新入会員の永井さんを歓迎致します。 

藤田修生 新入会員の永井健之さん今後とも宜しくお願い致します。入会おめでとうご

ざいます。 

眞鍋啓太 新入会員の永井さん今後とも宜しくお願い申し上げます。 

横井俊幸 文明君の事を忘れないで下さい。 

曽我部正二 白石誠一様、伊藤嘉秀様、中平修一様、ご来訪ありがとうございます。 

秋山義則 暑い日々が続いていますが、皆様お元気ですか。この前の献血は血液の

比重が 12.0で採ってもらえなかった。残念。 

越智慈子 先日の献血は受付人数 200名を超える大記録でしたね。骨髄ドナー一人も

おすすめできず反省。 

田坂嘉朗 ZC白石様、ZCA伊藤様、バレーボール協会中平様、歓迎いたします。 

篠原孝尚 白石誠一 ZC、伊藤嘉秀 ZCA、中平修一さん、今日はお忙しい中ありがとう

ございました。永井健之さん入会おめでとうございます。 

大西健司 市民一斉清掃及び愛ロード、そして献血活動に多数参加、協力して頂きあ

りがとうございます。次回も宜しくお願い致します。 

田尾忠士 ZC 白石誠一 L、ZCA 伊藤嘉秀 L、中平修一様、暑い中ご苦労様です。ま

た新入会員の永井健之 L歓迎いたします。 

水元裕子 本日は新居浜 LC より ZC 白石様、また ZCA 伊藤様ご来訪頂き有難うござ

いました。 

内田真弓 永井様入会おめでとうございます。宜しくお願いします。 

土岐和美 毎日暑い日が続きますが変わりなくお過しのことと思います。先達っては横

井文明さん残念ですが、良い旅立ちを念じております。今日は ZC白石さん、

ZC伊藤さん今年一年御苦労様です。宜しくお願い致します。 
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戒田憲昭 暑い日が続いていますが、皆様熱中症には気を付けてください。 

岩崎隆義 体調第一に気をつけましょうね。 

 

＊８月第二例会＊ 

塩崎卓 RC 石川様、GMT・GLT・FWT 会則委員若狭様、青少年・LCIF・ライオンズ

クエスト委員高原様、環境保全・保健福祉・アラート委員越智様、愛媛県赤

十字血液センター兵頭様、稲井様、宜しくお願い致します。 

塩崎安規 RC石川様をはじめとする多数の来訪者を歓迎致します。 

藤田修生 新入会員の蓮尾有里さん歓迎いたします。 

眞鍋啓太 （正会員）36名目の仲間、今後とも宜しく。 

横井俊幸 来訪者の皆様、ありがとうございます。一年間宜しくお願い致します。 

秋山義則 蓮尾様、ご入会おめでとうございます。仲良くやりましょう！！ 

越智慈子 蓮尾さん、入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。 

篠原孝尚 石川様、若狭様、高原様、越智様、本日は来訪ありがとうございます。蓮尾

さん、入会おめでとうございます。 

大西健司 蓮尾様入会おめでとうございます。 

田尾忠士 新入会員の蓮尾有里さんおめでとうございます。本日来訪者の皆様宜しく

お願い致します。 

水元裕子 今日はたくさんのご訪問頂き有難うございます。更に新入会員の蓮尾さん

入会おめでとうございます。 

内田真弓 蓮尾様ご入会おめでとうございます。宜しくお願いします。 

田窪秀道 9 月 2 日 18：00 麻生副総理がリーガロイヤルホテル新居浜に来られます。

現役の副総理兼財務大臣の講話が聞けますので、予定の無い方は参加お

願い致します。 

土岐和美 RC 石川様他来賓の皆様歓迎致します。本日入会の蓮尾有里さん入会お

めでとうございます。共に頑張りましょう。 

戒田憲昭 小４の娘がテニスの試合で人生初勝利しました。 

岩崎隆義 暑さももう少しです。元気で乗り切りましょう。 

 

＊９月第一例会＊ 

新居浜別子 LC より白石寛樹様  

本日は卓話の機会を頂きありがとうございます。また亡き父白石徹が大変お

世話になり、心から感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。 

塩崎卓 新入会員の京野弥生さん宜しくお願い致します。白石寛樹様卓話ありがとう

ございました。 

塩崎安規 新入会員の京野さん来訪者の白石さん、歓迎いたします。 

藤田修生 新入会員京野様、歓迎いたします。 

眞鍋啓太 37名の正会員。40名ももう間近か！！ 

横井俊幸 京野さん入会おめでとうございます。頑張ってください。期待してます。 

伊藤健二 京野さん入会おめでとうございます。 



- 15 - 

 

 

曽我部正二 白石寛樹様、頑張って下さい！ 

秋山義則 今年度 3人目の入会式ができました。京野弥生様、おめでとうございます。 

田坂嘉朗 新居浜別子 LC白石寛樹様、本日はお忙しい中、貴重な卓話をありがとうご

ざいました。これから、ふるさと新居浜のため、日本のために、亡き父徹氏の

ご遺志を引き継ぎ頑張ってください！本日は本当にありがとうございました。 

日野満明 京野様入会おめでとうございます。共に頑張りましょう。 

篠原孝尚 白石寛樹さん今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました。京

野弥生さん入会おめでとうございます。 

大西健司 朝、夕の気温が下がり過ごしやすくなりました。日中はまだまだ暑いです。

季節の変わり目、皆様健康に気をつけましょう。 

田尾忠士 京野弥生様ご入会おめでとうございます。歓迎致します。今後とも宜しくお

願い致します。 

水元裕子 本日は新入会員の京野さんおめでとうございます。又、新居浜別子 LC より

白石寛樹様、卓話、ご訪問ありがとうございました。 

内田真弓 3周年イベント大盛況に終えることができました。感謝！！ 

松本清 白石寛樹君、がんばれ！ 

土岐和美 朝夕はだいぶ涼しくなりましたが、まだまだ暑い日が続くと思います。お身

体に気をつけて頑張って下さい。 

戒田憲昭 白石寛樹さん、お忙しいところありがとうございます。 

岩崎隆義 新居浜の芋炊き来てくださいね！！ 

京野弥生 新居浜ひうちライオンズクラブに入会させて頂きました。宜しくお願い致します。 

 

＊９月第二例会＊ 

塩崎卓 今日は伊予土居 LC との合同例会です。後ほどおいしい芋炊きをいただき

ましょう。 

塩崎安規 伊予土居 LC との合同例会楽しくやりましょう。 

眞鍋啓太 合同例会いざ！芋炊き！ 

横井俊幸 合同例会、これからもずっと長く続きますように宜しくお願いします。やっぱ

り土居の芋炊きはうまいねぇ！ 

曽我部正二 台風は大丈夫でしたか？ 

篠原孝尚 伊予土居 LC様、今日は合同例会懇親会ありがとうございました。 

田尾忠士 本日、伊予土居 LC と新居浜ひうち LC との合同例会、宜しくお願い致しま

す。 

内田真弓 今日合同例会楽しみです。 

土岐和美 今日は伊予土居 LC と合同例会とのことですが、土居町の芋炊きは初めて

参加ですので楽しみます。 

岩崎隆義 土居の芋炊き初めてです。楽しみにしています。 
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日 曜 曜 曜

1 水 金 月

2 木 土 火

3 金 日 水

4 土 月 木

5 日 火 金

6 月 水 土

7 火 木 日

8 水 金 月

9 木 土 火

10 金 日 水

11 土 月 木

12 日 火 金

13 月 水 土

14 火 木 日

15 水 金 月

16 木 土 火

17 金 日 水

18 土 月 木

19 日 火 金

20 月 水 土

21 火 木 日

22 水 金 月

23 木 土 火

24 金 日 水

25 土 月 木

26 日 火 金

27 月 水 土

28 火 木 日

29 水 金 月

30 木 土 火

31 日 水

第一例会 ふじ 12:30～

１１月 １２月 １月

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

理事会　事務局　19:00～

理事会　事務局　19:00～

理事会　事務局　19:00～

第二例会 ふじ 12:30～

第二例会 ふじ 12：30～

家族忘年会　18:30～

献血 10:00～イオン新居浜

第二例会　ふじ　12:30～

Z会議

2R親善スポーツ大会

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌

会長 塩崎卓 幹事 横井俊幸 会計 伊藤健二

総務委員長 小野耕嗣

例会場 グラッツェふじ

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０

＊＊＊編集後記＊＊＊

９月に入りまだ残暑が厳しい日が続いていましたが、新居浜地方では自然が秋を知らせてくれます。目、耳、

鼻、口により感じ取れます。目ではヒガンバナ、耳では祭り太鼓の打ち平し、鼻は金木犀の良い香りが、口で

は果物類、新米をと食を楽しませてくれます。我がひうちライオンズクラブも新しい会員、事務局員さんと共

に初秋の様に人生それぞれ違った道を歩んで来た人達の出会いの場として、明るく、活気のあるクラブに会員

の皆様で頑張って行きましょう。 土岐和美


