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一年を振り返って 

 

 

会長 塩崎卓 
 

今期、皆様ご協力ありがとうございました。 

スローガンを「心を一つに地域に奉仕」とし地域奉仕を中

心とし、次に向けての提案を出来ればとの思いで活動して

まいりました。また、横井幹事、伊藤会計のおかげで１年

間会長職をできました事ほっとしております、ありがとう

ございました。 

今期も多くの会員に入会して頂き活気あるクラブになっ

ているのではないでしょうか。行き届かない所も多々あっ

たと思いますが、「友愛と相互理解の精神」の基に活動で

きたのではないかと思います。 

事務局をしっかり支えてくれました日野さん、ありがとうございます。 

次年度もみんなで盛り上げていきましょう。 

 

 

 

幹事 横井俊幸 
 

「１年を振り返って」というテーマを頂きました。 

幹事としては、前半はそれなりにやってこれたのではな

いかと思っています。今年に入ってからは皆さんに心配の

かけ通しでした。特に会長、会計には多大なるご迷惑をお

掛けしたと思います。 

１月５日に病院での宣告！私も６月まで待ってくれませ

んかと言うと、それまで命がもたないと言われ、１月 9日

に入院、即手術という運びに、心の整理もつかないままで

の退院、定着するまで約１年免疫力も無く、だましだまし

の生活が今の状態です。 

皆様にはご迷惑をお掛けしますが１年程見守っていただければと思います。

私としても復活して体力に自信がもてる様になったら、又、ひうちの為に協力

していきたいと思っております。本当にごめんなさい。 
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会計 伊藤健二 
 

 

今期会計という大役を仰せつかりまして、その役割の重

大さに身も心も引き締まる思いでした。１年間無事遂行で

きましたのも、メンバーの皆様の絶大な協力によるもので

した。 

１年間本当にありがとうございました。そして、これから

も宜しくお願いします。 

 

 

 

会員会則委員会理事 秋山義則 
 

 
 

『心を一つで、地域に奉仕』の会長スローガンのもと

『会員会則委員長』の仕事を１年間、務めさせて頂きまし

た。その任務として『会員増強をして、退会者を出さな

い』ということが大切であります。その為には、会員同志

が心を通わす機会を多く持って親睦を計る事、我がクラブ

が地域に根ざした『継続アクティビティ』を行う事や、

『常に新しいもの』を社会奉仕活動に加えていく事で、我

がクラブが地域社会で『なくてはならない』奉仕団体とな

り、その一員である私たちが仕事以外でも世の中のお役に

立つ人間としても、素晴らしい人生が送れるのではないでしょうか。 

 最後になりましたが、三役を始め、『メンバーインタビュー』にご協力して

頂きましたメンバーの皆様、ありがとうございました。 

 

総務委員会理事 越智慈子 

入会６年目で初めて総務理事をさせていただきました。

総務委員会のメンバーは、小野耕嗣委員長、田尾忠士副委

員長、委員は土岐和美さん、田中克美さん、永井健之さん

です。例会等の出席推進、会報誌発行、会計管理、ホーム

ページ管理など、運営上の会員会則、計画大会以外が総務

の役割です（最初は総務の役割も正確に理解してなく、お

恥ずかしい限りです）。地味ですが煩雑な役割をスムーズ

に果たせたのは、小野委員長の適格な判断、委員の見事な

連携、皆様の協力があったからだと感じます。 

例会は委員会ごとの席だったので、昼食をとりながらの

楽しい例会でしたし、毎月委員会を開き、時に懇親会もあり、１年間総務委員

会活動を満喫することができました。新米理事としての反省点は多々あります

が大変有意義でした。ありがとうございました。 
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計画大会委員会理事 田坂嘉朗 
 

今年度１年間、メンバーの皆様、大変お世話になりまし

た。計画大会の理事を受けた際には、本当に私で務まるの

かという思いで一杯でした。松本委員長はじめ委員会メン

バーの協力もあり、無事終えることができました。ひとえ

にメンバー皆様のご支援、ご協力の賜物と感謝しておりま

す。 

今年度は魅力ある例会運営を目指しました。楽しく活気

にあふれる例会運営が、出席率の向上に繋がり、新入会員

の希望にもなります。塩崎会長は会員増強に努められ、今

年度も多くの会員が入会しました。１年間大変お疲れ様でした。そして昨年に

引き続き、土居ライオンズクラブ、高知鷹城ライオンズクラブとの合同例会が

開催できました。私自身、数多くの経験を積ませていただくことができ、メン

バーの皆様のお力添えに改めて感謝申し上げます。 

最後になりますが、次年度に向け、次期藤田会長のもとメンバーの皆様が団

結してライオンズ活動に邁進されますことを祈念申し上げます。 

 

 

 

 

保健福祉環境保全委員会理事 日野満明 
 

 

 今年度の環境保全事業『献血』におきまして、メンバー

皆様の御支援、御協力を頂きましたおかげで、今年度は例

年以上のすばらしい業績を上げる事が出来ました。心より

感謝申し上げます。 

今年度は、若いメンバーが多数入会され、今後益々、ひ

うちライオンズクラブが活性化される事と期待致します。 

 来年度も例年以上の事業活動が行えます様、皆様の御支

援、御協力の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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ＡＩＧ損保株式会社 舟 橋
ふなはし

大賀
たいが

 
 

 この度、新居浜ひうちライオンズクラブに加えて頂くこ

とになりました。「前向きに考える」と「来るモノ拒ま

ず」の精神でおりましたところ、この数年で大学校友会の

県の幹事とライオンズクラブの会員と妻帯者になっており

ました(笑)。気持ちの持ち方一つで、こんなにも環境が変

わるのかと自分で驚いています。 

 仕事はＡＩＧ損保(株)で、主に法人様向けの営業をして

おります。仕事の目標は、税理士や社労士の先生などと、

法人様の良き相談チームを作ることです。このチームで企

業様の土台を固め、強い会社作りに貢献できたらと考えて

おります。 

 仕事が充実すればプライベートも充実するし、プライベートで良い生活がで

きれば仕事にもプラスの影響があると思うので、クラブの活動も積極的に参加

したいです。ご指導のほど、よろしくお願い致します。 

 

 

おもてなし不動産株式会社 専務取締役 石井
いしい

敦士
あつし

 
 

この度、日頃から大変お世話になっているイサデン株式

会社 永易様と、鴻上石油株式会社 越智様から推薦を頂

き、入会させていただく運びとなりました、おもてなし不

動産株式会社 石井敦士です。業務内容は不動産賃貸管理

をメインに賃貸仲介・リフォーム・企画・コンサルティン

グ等をしております。 

 正直、私はまだまだ知識も経験も浅いため、新居浜ひう

ちライオンズクラブの活動がしっかりと出来るのかと迷い

躊躇したのですが、いつも情熱をもって仕事に打ち込んで

いらっしゃる永易様の奉仕活動に励まれている姿に、第一歩を踏み出す勇気を

持つことができました。 

 今後はこちらの会の活動を通じてネットワークを広げ、異なる業種の方とも

親睦を深めることで、人間としても幅を広げ成長していく良い機会となるので

はないかと考えております。 

 なにぶん、未熟な若輩で至らぬ点も多々あると思いますが、何卒よろしくお

願い申し上げます。 
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「第 64回地区年次大会」報告 

越智慈子 
 

４月８日９時にメンバー１５人とともに「レーイグラッツェふじ」のバス

で、新居浜を出発し、年次式典会場である「アスティとくしま」へ向かいまし

た。会場で、前日の記念ゴルフ大会や、地区年次大会前夜祭に参加されていた

松本清さん、田坂嘉朗さん、永井健之さん、伊藤健二さん、戒田憲昭さんと

（早朝よりメンバー全員の座席を確保していただきました）合流しました。皆

様はすでに指名選挙会、代議員分科会に参加されており、バスで到着した私た

ちは代議員総会から参加いたしました。開会宣言が始まり、大会役員紹介等の

あと、地区ガバナー選出、第一副地区ガバナー・第二副地区ガバナー選出、会

計・収支報告など、合計１１議案が上程され、

全て満場一致にて可決されました。 

１２時からは同会場にてガバナー昼食会が催

されました。徳島のおいしい食材をつかったお

料理、娯茶平による阿波踊り、藍染めファッシ

ョンショーなどで、徳島を堪能することができ

ました。 

１４時からの大会式典には総勢２０名で出席

しました。川辺信郎地区ガバナーの開会ゴン

グ、開会宣言が行われ、国歌（大韓民国、日本

国）、ライオンズヒム斉唱、物故会員追悼が行

われ、来賓並びに 354‐D地区役員、336-A地区役員紹介がありました。来賓ご

挨拶では、飯泉嘉門徳島県知事、遠藤彰良徳島市長、中村太一徳島県商工会議

所連合会会長がご挨拶されました。 

その後、代議員総会決議事項報告が行われ、川辺信郎地区ガバナーが年次報

告をされました。そして今期キャビネットの目玉となったアクティビティー、

ライフジャケットの贈呈式、地区ガバナーズアワードの発表、表彰が行われま

した。東京二期会オペラ歌手によるオペラライブを聞いた後、関野邦夫地区ガ

バナーエレクト、友澤節男次期第一副地区ガ

バナー、酒井公一次期第二副地区ガバナーが

ご挨拶をされました。次期地区年次大会は西

条(336－A2リジョン)で開催されることが発

表され、ライオンズローア、閉会宣言、閉会

ゴングで式典は滞りなく終了しました。 

全体を通して、次期はキャビネットが

336-A地区２リジョン内に設置され、関野邦

夫地区ガバナーが誕生されます。今回年次大

会に我クラブから２０名という多数の大会参加を得ました。このように地区一

体が次期を盛り上げようという気迫を感じ、改めてライオニズムの精神を自覚

できた一日でした。 
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一同バスに乗り込み徳島をあとにしたのですが、バスにダイナモ周囲等のト

ラブルが発生、生きた心地がしないとはこのことでしょうか。メンバーの伊藤

さんに対応を聞きながら何とか無事新居浜に到着できました。 

精根尽きた１日でしたが、参加され

た土岐和美さんの「地区年次大会に参

加できてよかった。クラブの仲間のい

たわりが非常にありがたかった」との

言葉に私は、改めてひうちＬＣメンバ

ーの素晴らしさを感じました。参加で

きてよかったです。 

来年の年次大会は西条で開催されま

す!! 是非皆さんで参加し、協力しま

しょう。 

 

 

 

 

第６４回地区年次大会記念ゴルフ大会に参加して 

戒田憲昭 
 

 去る２０１８／４／７（土）３３６-Ａ

地区 第６４回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５名が参加し、徳島カン

トリー倶楽部月ノ宮コースをラウンドし

ました。 

 当日の天気予報は晴れとなっていまし

たが、朝から雨が降りそうな曇天で、何

より風が強く、気温も思ったほど上がら

ないといった、あまり良くないコンディ

ションでのスタートでした。そんな状況ではありましたが、新居浜ひうちライ

オンズクラブの４名(小野耕嗣さん、眞鍋さん、田坂さん、戒田)の組は和気あ

いあいと親睦を深めながら楽しくラウンドすることができました。一人、前の

組に入った永井さんは新居浜ライオンズクラブ２名との組み合わせでしたが、

そちらも以前からの知り合いだったこともあり、楽しそうに回っておられまし

た。たまにこちらの組が追いつくと、いつも笑顔で迎えてくれていました。 

 さて、肝心のスコアですが、前述したようなコンディションでしたので、皆

さん伸び悩んでいた感じでした。そんな中、新居浜ライオンズクラブには負け

ていられないと頑張った永井さんが約１８０名参加中３位という好成績を残さ

れました。おめでとうございました！ 

 なお、新居浜ひうちライオンズクラブ「ゴルフ部会」は、ライオンズクラブ

主催のコンペに参加しながら、楽しくゴルフしております。初心者の方、大歓

迎で入部をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 
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地区年次大会ゴルフ結果報告 

 
 

永井健之 ３位 

 

田坂嘉朗 １２０位 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

地区年次大会地区ガバナーズアワード発表 

（対象期間 2017年 2月～2018年 1月末） 

 
 

平成３０年４月７日（土）８日（日） アスティとくしま 
 

【クラブ表彰】 ＊新規アクティビティ実践賞 優秀賞 受賞 

＊グッドスタンディング賞 金賞 受賞 

＊会員増強賞 金賞 受賞 

＊ＬＣＩＦ賞 銅賞 受賞 

＊環境保全賞 環境改善部門 努力賞 受賞 

＊保健福祉賞 献血協力部門 努力賞 受賞 

＊社会福祉賞 貢献賞 受賞 

【個 人 表 彰】 ＊新会員スポンサー賞 藤田修生 受賞 

＊地区年次大会出席努力賞 ５回出席 塩崎卓 受賞 

＊ＭＪＦ １回 塩崎卓 受賞 
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複合地区年次大会に参加して 

次期会計 篠原孝尚 

 
 

 平成３０年５月２７日(日)岡山市総合文化体育館にて第６４回 年次大会㏌

岡山が開催。参加者 約１４００名、塩崎卓会長、横井俊幸幹事、伊藤健二会

計、藤田修生第一副会長、眞鍋啓太第二副会長、私の６名で参加、天気にも恵

まれ、大会に参加するには最高の日和でした。 

 午前８時に出発、午前１０時前には到着、登録受付を済ませ会場内へ。午前

１０時から代議員総会が始まりましたが、誰が話をしているのかわからないく

らいの最終列の席に座り、天気も良いおかげかエアコンもよく効いていて一気

に眠気が襲ってきました。眠気との戦いの中、総会も無事終わり一旦退席。 

皆さんお腹も空いていたのか、受付の女性に「弁当ください！」と申し出まし

たが、受付の女性に「１２時１５分からです！！」と返答され時計を確認する

と、まだ午前１１時ではありませんか！その上、弁当の引換券が必要との事、

一時はクレーマーの様になっていたのですが、肝心の引換券が無いことに気が

付き、「すみません。帰ります。」と会場を後にし、岡山の名産や美味しいも

のも分からないので、途中の丸亀にて『一鶴』の鳥を食べることに。久しぶり

に食べましたが、又、１年後位でいいかなと思います。お腹も一杯になり新居

浜へ帰って来ました。 

 この記事を書いていて、年次大会の事を全く書いていない事に気が付きまし

たが、移動時間の方が長く、また会場では睡魔との戦いであり記憶が…申し訳

ありません。 

今回は、道中運転を任されていたので皆さんと無事に新居浜に帰って来られ

た事で、私の仕事としては一番良かったかと思います。 
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新居浜ひうちライオンズクラブＣＮ記念例会に出席して  

総務副委員長 田尾忠士 
 

 第５３３回例会 平成３０年４月１７日グラッツェふじで１８；３０～新居

浜ひうちライオンズクラブのチャーターナイト(誕生会)が行なわれました。２

３回目です。１００％例会にしたかったのですが、２～３人の都合で(病気)実現

が出来ませんでした。また、皆さんが健康で揃える時が来るでしょう。 

この日新しい会員の入会式が行われました。新しい会

員に、１番若い、舟橋大賀さん、おめでとう御座います。

今後共宜しくお願い致し

ます。またこの日、田窪秀

道Ｌの還暦御祝いをして

頂きました。 

その後、場所を隣の部屋へ移動し、祝宴に第一

副会長の藤田修生Ｌの乾杯の音頭により始まり、

楽器と歌のアトラクションが続きます。料理も美

味しく沢山の種類でお酒も進みます。そして４月

が結婚記念４名にお花が贈られました。田中克美

Ｌ・眞鍋啓太Ｌ・大西健司Ｌ・直野誠司Ｌに、ま

た先日の地区年次大会のゴルフ大会の表彰も行わ

れました。 

続いて幹事代理の伊藤健二Ｌが今年度のアワー

ド表彰を披露してくれました。（別ページ参照）

続いて、今期入会者の紹介が会員会則委員長の秋

山義則Ｌにより紹介され、チャーターメンバーも

壇上で紹介されました。岡田直人Ｌのテールツイ

スターに続き、第二副会長の眞鍋啓太Ｌによる閉

宴の挨拶に続き、また会う日までを会計の伊藤健

二Ｌの名タクトで唱和しました、最後にライオンズローアを越智慈子Ｌで締め

括りました。  
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愛ロードに参加して 

田窪秀道 

 

  平成３０年４月２２日（日）、午前７時に前田町リーガロイヤルホテル駐車

場に集合し約１時間周辺清掃を実施致しました。当日の参加会員は約２０名で

ありましたが用意されたごみ袋に各自収集され、周辺はとても綺麗になりまし

た。この時期はゴミ以外にわりと雑草も多く汗をかきながら、又鼻炎に耐えな

がら草を引っこ抜く会員の姿がとても印象的でありました。 

ライオンズクラブでは「社会奉仕に精進する」ことを共通の誓いとし、当ク

ラブでは定期的に愛ロード活動を展開す

ることにより友愛と相互理解の精神を養

っております。近年ではゴミの不法投棄

が深刻な社会問題となっており、人とし

てのモラルや道徳感が問われております

が、我々のボランティア活動が少しでも

地域のお役に立てるものと信じこれから

も積極的に奉仕活動に参加していきたい

と思います。当日参加された会員の皆

様！本当にご苦労様でした。 

 

 

ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区 

２Ｒ－１Ｚ合同アクティビティお遍路街道清掃に参加して 

大西健司 
 

『四国をつなごう２Ｒ合同アクティビティ

奉仕チャレンジ遍路道清掃』という計画に

１Ｚの４クラブも賛同して５月１３日の早

朝（午前６時３０分集合）より実施されま

した。天候も予報では雨の心配されました

が何とか最後まで持って、いい天候の間に

終えることが出来ました。我がクラブは上

泉町から船木(坂の下)まで約４㎞を５０分

程時間をかけて作業致しました。メンバー

各々がゴミ袋を持ち沢山拾って頂き、道路

も大変きれいになりました。この活動が次

年度の３３６－Ａ地区の合同アクティビィ

ティに拡大しようとの事です。今回は多数

の会員の参加頂き成功裏に終わりました。

皆様の御協力有難うございました。お疲れ

様でした。 
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ブラインドダンス一年をふり返り 

越智慈子 
「ライオンズのみなさん、盲人のために暗闇と闘う騎士になっていただけま

せんか」９２年前、ライオンズクラブ第９回国際大会におけるヘレンケラーの

スピーチが、私の脳裏に焼き付いて離れません。 

「視覚障がいの方に、体を動かす喜びを感じていただき、明るい世界を」を

テーマに昨年５月、ブラインドダンス「さつき会」が立ち上がりました。岡部

俊一 L（JBDF地域５級）を講師に、月１回のレッスンを開催しています。現在

会員は７人。サポートの方、介護の方、クラブメンバーを含めて約２０人で楽

しく活動しています。社交ダンスの基本的な動きを習っています。参加のＫさ

んは「家に閉じこもりがちだから、外に出る機会を作ってくれてありがたい。

安全な場所で体を動かせて気分がいい。」とおっしゃっていました。口屋跡公

民館の明るくきれいな場所で、さつき会の皆様が手と手を取り合いダンスを楽

しむ風景は、サポートさせていただいている私もたくさんの元気をいただきま

す。この笑みあふれる「さつき会」を、多くの方に知っていただきたいです。 

今後も、ヘレン･ケラーがライオンズに求めた「暗闇と闘う騎士」となるべ

く、この活動を更に積み重ねることができたらと思います。 

 

 

 

 

＊ブラインドダンスの活動は、今期新規アクティビティ実践賞にお

いて優秀賞を受賞しました＊ 
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会員会則委員長 秋山義則 

メンバーにインタビュー第４回目、最後を締めくくってくれるのは永井健之さ

んです。 
 

 

有限会社永井商會 代表取締役 永井健之 

【創業の精神】 

2000年、既に地域には携帯ショップの数は飽和している

状態でした。販売代理店としては後発だったため、当初キ

ャリアショップを構えることは出来ず、自宅を兼ねた 2畳

余りの敷地で、土間にカウンターを置き、永井商會は創業

いたしました。 

そんな環境の中で勝ち残っていくために、お客様第一の

精神を胸に、3つの約束（①全キャリアを取り扱う②24時間営業する③Just 

Say Yes！絶対に「No」と言わない）を掲げ、毎日努力して参りました。 

貧しい幼少期を過ごした私は、同じ思いを味わいたくないために、また、家

族に味あわせないために、売上や儲けにこだわり、自分の負い目を隠すかのよ

うに、がむしゃらに業績を追い求め続けました。幸いに業績は順調に伸びてい

きましたが、その反面、多くの社員さんが会社を去り、家族でさえ心はバラバ

ラになっていきました。「こんなに頑張っているのになぜ分かってくれな

い！？」そんな思いを抱えながらも、必死で毎日の仕事をこなしていきまし

た。 

そんなある日、一組の親子がご来店されました。その年の春に就職と結婚が

決まり、都会へ旅立つ娘さんと、そのお母さんでした。娘さんの機種変更のご

予約を承った際、娘さんとの連絡用にと、お母さんの生まれて初めての携帯電

話のご予約も同時に頂きました。 

数日後、商品が入荷しましたが、ご来店されたのはお母さん一人だけでした。 

お母さんから、来店した数日後に娘さんが交通事故に遭い、亡くなった事を聞

かされ私はその場で絶句しました。 

「私のケータイはキャンセルして、娘のケータイを私が使っていいですか？」 
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「メールを使えるようになりたい」そう言われるお母さんに、「お形見として

なら、解約してそのまま持っておけば…」そう提案する私に、続けてお母さん

は、こう言いました。 

「娘がお世話になった全ての方に、早く報告しないといけない。この事を知ら

ない方から、今も娘のケータイに連絡が来るのです。生きていると思っている

のです。私が代わって事実を伝えることは勇気が要りますが、娘のために伝え

ないといけない。そして、娘と出会ってくれた事、これまで関わって下さった

ことにきちんとお礼を伝えたいのです。お願いです永井さん、メールの使い方

を教えてください。」 

涙ながらに強く言われるお母さんの姿に私は強く胸を打たれました。 

「何のために？」「誰のために？」 

私は、売り上げや利益の事を忘れ、お母さんの力になりたい一心で、何時間も

メールの使い方を教えさせて頂きました。後日、全ての方へ連絡が出来た事の

報告とお礼をお母さんから伝えられ、安心しました。私は、ケータイ（スマ

ホ）というツールを使って、自分の想いをつなげることが出来たお母さんを通

して、自らの使命に気づかされました。 

全てのお客様は、それぞれの想いを抱えながら、私たちのショップに足を運

んでくださっている。 

「一つひとつの言葉の奥には、その人の想いがあり、一つひとつの言葉の先に

は切なる願いがある」 

私は、売り上げや儲けの事ばかりで、大切なお客様の想いや願いに気づこうと

していませんでした。家族や共に働く仲間にもそうだと気づかされました。 

ＩＴを通して大切な人やその想いとつながる事、新たな情報や知識とつなが

る事、想い出や未来とつながる事、新たな自分や可能性とつながる事。私たち

の周りにいるすべての人の【“つながりたい”を“つなげたい”】という願い

をサポートさせて頂き、たくさんの「ありがとう」を集めることが私たちの志

事です。弊社の【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！】という経営理念には、そんな想いが込められています。これか

らも社員一同、地域の人々に愛され、必要とされる会社を目指し頑張って参り

ますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永井さん、そして今年度インタビューにご協力下さいました

メンバーの皆様、本当にありがとうございました。 
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第 533回 ＣＮ例会 

平成 30 年 4 月 17 日（火）18：30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名 永井健之 

・入会式 舟橋大賀 スポンサー蓮尾有里 

 保健福祉環境保全委員へ 

・会長挨拶 

・還暦御祝 田窪秀道 

・委員会報告 

 総務 CN例会事前メークアップ 

100％、会報誌発行本日配布 次回最終号６月

配布予定  

 青少年 タイムカプセル事業製作費用 50,000円

拠出 

 福祉 ブラインドダンス今月 4月 28日 

 保健環境保全 愛ロード清掃 4月 22 日 7：00～ 

・幹事報告 キャビネット準備内局会議第７回 4 月

18 日（水）松本清委員長出席、委員会研修松本

清委員長と田坂委員が出席、ＹＣＥ受入願い 

・審議 ２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃 10,000

円拠出、タイムカプセル事業 50,000円拠出、次

期役員の変更 岡→田尾 ☆可決 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

  ドネーション 39,000 円 

・ライオンズローア 越智慈子 

 

第 534回５月第一例会 

平成 30 年 5 月 1 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 大石豪 

・議事録作成者氏名 大石豪 

・会長挨拶 

・結婚記念月 ３名 田窪、岡部、篠原 

・地区ガバナー100年記念会員増強賞贈呈 

 藤田修生、曽我部正二 

・次期地区役員報告 

 次期 GMT・GLT・FWT・会則委員長松本清 

 次期 YCE・ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｵ・国際関係委員田坂嘉朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告 ・委員会報告 

総務 会報誌の例会日の訂正、ＨＰ更新 

青少年 タイムカプセル製作中 

保健環境保全 ２Ｒ合同アクティビティ遍路清掃

のご案内 

・幹事報告 次期準備理事会 5月 7 日（月）19：00

事務局、ＭＪＦバナーパッチ 

・出席報告 田中克美 27名 69.2％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション 32,000 円 

:ライオンズローア 直野誠司 

 

第 535回５月第二例会 

平成 30 年 5 月 15 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名 伊藤嘉彦 

・入会式 石井敦士 スポンサー永易勲 

 青少年委員へ 

・会長挨拶 

・新入会員記念品贈呈 舟橋大賀 

・委員会報告 

 会員会則 新入会員の歓迎 

 総務 会報誌原稿願い 

 青少年 タイムカプセル事業の製作品完成 

 保健環境保全 ２Ｒ合同アクティビティ遍路道清

掃の御礼 

・幹事報告 キャビネット準備内局会議第 8回５月

16 日（水）キャビネット会議松本清委員長出席、

新居浜中央ＬＣラッパ会 5月 24日（木）、 

6 月 2日準備リジョン協議会、準備リジョン会

議、２リジョン年次会合、6月 3 日次期三役オリ

エンテーション 

・審議 次期キャビネット協力金 40 名分 200,000

円拠出、東南アジアフォーラム協力金 40 名分

40,000 円拠出  ☆可決 

・出席報告 永井健之 32名 80％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション 36,000 円 

・ライオンズローア 戒田憲昭 
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＊４月第二チャーターナイト例会＊ 

塩崎卓 新入会員の舟橋さん歓迎致します。宜しくお願いします。 

塩崎安規 新入会員の舟橋さん入会おめでとうございます。これから一緒に活動していきまし

ょう。 

藤田修生 新入会員を歓迎致します。 明日は健康診断です。 

眞鍋啓太 舟橋さん御入会おめでとうございます。フレッシュな風を送りこんで下さい。 

伊藤健二 舟橋さん入会おめでとうございます。 

曽我部正二 舟橋様 入会おめでとうございます。 

秋山義則 舟橋さん入会おめでとうございます。スポンサーの蓮尾有里さん

どうもありがとうございました。 

篠原孝尚 舟橋大賀さん入会おめでとうございます。 

越智慈子 今日ＣＮ例会宜しくお願いします。２３回目の誕生日ですね。 

田坂嘉朗 今日は飲むよ～～～！ 

田尾忠士 本日はチャーターナイト例会おめでとうございます。又、舟橋大賀さんのご入会おめで

とうございます。 

内田真弓 舟橋さん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 本日は 19時から少年補導パトロールがあり、祝宴に参加出来ませんが、皆様楽しま

れて下さい。 

松本清 最近、他クラブの皆さんから新居浜ひうちライオンズクラブが誉められます。功労者に

乾杯！！ 

土岐和美 良い季節になりましたね。桜の後もつつじ類が今盛りに咲き始め、色々な色で庭を染

めています。気分良く１ヶ月が送れます。皆さんも心地よく過ごされていることと思いま

す。舟橋大賀さん入会おめでとう。共に頑張りましょう。 

戒田憲昭 地区年次大会、お疲れ様でした。 

第 536回６月第一例会 

平成 30 年 6 月 5 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 伊藤健二 

・議事録作成者指名 岡田直人 

・会長挨拶 

・結婚記念月 １名 伊藤健二 

・次期各委員長より挨拶 

・特別支援学校タイムカプセル事業の案内 

・幹事報告 次期準備理事会 6月 11日（月） 

19：00事務局、理事委員長会 6月 12日（火）

19：00ゆう庵、キャビネット準備内局会議 6月

6 日（水）キャビネット会議第 9 回松本清委員

長出席、ＹＣＥ引継委員会 6 月 10 日（日）田

坂委員出席、口座の解約 

・出席報告 永井健之 29名 72.5％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

  ドネーション 37,000 円 

・ライオンズローア 眞鍋啓太 
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岩崎隆義 花粉の季節 皆様大丈夫でしょうか。体調充分気を付けてください。 

蓮尾有里 入会おめでとうございます。舟橋大賀さんを宜しくお願い致します。 

舟橋大賀 舟橋大賀と申します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

＊５月第一例会＊ 

塩崎卓 ５月になり、暖かくなりました。事業も残り少なくなりましたが、ご協力よろしくお願い致し

ます。 

藤田修生 先月のチャーターナイト例会ご苦労様でした。6/28～7/4はライオンズ国際大会に

参加してきます。四国から約 70～80人の参加と聞いています。 

眞鍋啓太 アクティビティは我がクラブ内のものは全て完了。あとは遍路道清掃を残すのみ。皆さ

んご苦労様でした。来月は引継ぎ例会、一年は早いものです。 

横井俊幸 久しぶりの例会出席です。今年に入って大変迷惑をかけてますが、体調と相談しなが

ら、少しずつやっていくつもりですので宜しくお願いします！ 

曽我部正二 本日から５月 ゴールデンウィーク楽しんでください。 

大西健司 良い季節になりました。気分晴れやかに遊びに仕事に頑張りましょう。 

越智慈子 大型連休ですね。お仕事頑張ります。 

田尾忠士 もう５月ですネ。ライオンズの年度もあと２ヶ月です。今期の役員のメンバーさん頑張っ

て下さい。 

内田真弓 ブラインドダンスに参加してためになりました。 

田窪秀道 １３日に行われる遍路道清掃頑張りましょう。 

松本清 キャビネットにご協力を宜しくお願い致します。 

坪井利勝 ４月２９日誕生日でした。 

戒田憲昭 暖かくなってきました。ゴルフには良い季節です。 

舟橋大賀 初めての昼の例会です。宜しくお願い申し上げます。 

 

＊５月第二例会＊ 

塩崎卓 新入会員 石井敦士さん歓迎します。これから宜しくお願い致します。 

塩崎安規 新入会員の石井さんを歓迎致します。 

藤田修生 先日のお遍路道の大掃除は早朝よりご苦労様でした。 

眞鍋啓太 石井さん御入会おめでとうございます。御意見（ドシドシ）御指摘御遠慮なく！！宜しく

お願い致します。 

横井俊幸 久しぶりにスーツを着ました。お腹がきつい！余分のものがついてるからかな？体重

管理しなくっちゃ。復活するぞー！ 

伊藤健二 石井さん入会ありがとうございます。 

曽我部正二 石井様 入会おめでとうございます。楽しく明るくやってまいりましょう。 

秋山義則 本日の入会式にて我がひうちＬＣの会員数が４０名になりました。久しぶりの大台でご

ざいます。 
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篠原孝尚 石井さん入会おめでとうございます。 

大西健司 遍路道清掃 皆様のご協力ありがとうございました。 

越智慈子 本日入会の石井敦士さんをどうぞ宜しくお願い致します。遍路道清掃お疲れ様でし

た。 

田尾忠士 新入会員の石井敦士Ｌおめでとうございます。 

内田真弓 先日の母の日、リトルマルシェ おかげさまで大盛況でした。これも会員の皆様のご協

力あってのことです。ありがとうございました。 

土岐和美 石井敦士さん入会おめでとうございます。我がクラブは新居浜では一番若いクラブで

すが、一番充実してきていると思います。皆と早くとけあって仲良くやってください。 

戒田憲昭 石井さん入会おめでとうございます。宜しくお願いします。 

岩崎隆義 暑くなりましたが身体に気をつけてね。 

石井敦士 本日、入会させていただきました。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

＊６月第一リハーサル例会＊ 

塩崎卓 今日はリハーサル例会です。役員さんが新鮮ですね。 

塩崎安規 今日はリハーサル例会です。１年は早いものですネ。今期の役員さんお疲れ様でし

た。来期の役員さんこれからもよろしくお願いします。 

藤田修生 ２Ｒ年次会合（グランフォーレ石松）と三役オリエンテーション（今治国際ホテル）と行

ってきました。大勢集まっていました。 

眞鍋啓太 あと一回で例会をオール出席出来そうです。ホッとしています。来年も頑張ります。 

横井俊幸 早いもので文ちゃんが亡くなって１年が来ます。７月１５日（日）ＡＭ10：00～ 用事の

無い方は黒島の明正寺へ宜しくお願いします。 

曽我部正二 リハーサル例会おめでとうございます。先日甲子園球場へ阪神の応援に行ってきまし

た。秋山投手はナイスピッチングでしたけど、負けました。 

秋山義則 新しいメンバーにて次期が始まります。よろしくお願いします。 

大西健司 梅雨入りしましたね。悩ましい季節です。 

越智慈子 本日はリハーサル例会です。よろしくお願い致します。緊張感

があります。 

田尾忠士 本日はリハーサル例会です。 

土岐和美 １年早いものですね。今日はリハーサル例会で次年度役員さんに例会の仕切りを行っ

て頂きますが、本格的に７月から宜しくお願いします。本年度の役員さんあと１ヶ月で

すがご苦労様でした。 

永井健之 新しく委員長（総務）を拝命致しました！一年間宜しくお願い致します。 

岩崎隆義 今年も後半です。元気で後半もよろしく。 

蓮尾有里 ６月１２日（火）１９:００～理事委員長会宜しくお願い致します。 
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＊＊＊編集後記＊＊＊ 

庭に咲いている山あじさいの青色に、雨を忘れて見入ってしまいました。長

雨が続く季節ですが、あじさいのおかげで楽しむことが出来ますね。 

さて、今期総務委員会では、５回の会報誌を発行してまいりました。今回が

いよいよ最終号です。会報誌を制作するにあたっては、原稿作成、写真撮影、

編集･校正、製本と多くの方に関わっていただきまし

た。特に塩崎卓会長には毎回原稿のご協力をいただきま

した。秋山会員委員長には１年間、会員インタビューの

連載を担当していただきました。また、編集や製本の部

分で事務局の日野さんに大変助けていただきました。至

らぬところもたくさんあったかと思いますが、１年間本

当にありがとうございました。 

この会報誌は我クラブの歴史であり、発信源でもあ

ります。次年度もよりよい会報誌ができるよう、今年度

と変わらぬご協力をお願いいたします。 

 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

６月 小野耕嗣（５日） 

 眞鍋啓太（１８日） 

岡田直人（２２日） 

田窪秀道（２４日） 

秋山義則（２６日） 

Wedding anniversary 

６月 伊藤健二・厚子 （３０日） 

おめでとうございます！ 


