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会長 眞鍋啓太 

 今年度の会長スローガンは 

「会員増強 女子力バネに We Serve 」です。 

私の最大の関心事をそのものズバリ表現しました！  

世間で言われる女性のパワーを引き出し会員を増やすということの

みならず、奉仕活動の刷新及びクラブ運営に関しても寄与していた

だくことを期待するものです。 越智第一副会長も女子会の開催等親

睦にご努力されております！理事会への様々なご提案をお願いいたします！ 折しも来年

度は結成 25周年。50名を超える中核クラブとしてその勇姿をアピールできることを！そ

して活力の中にも会員相互の思いやりが満ちたクラブ運営に努めて参ります！ 

 皆様今年度一年宜しくご指導ご協力お願い申し上げます！ 

 

幹事 戒田憲昭 

 今年度、幹事を拝命いたしました戒田です。 

新居浜ひうちライオンズクラブに入会して、まだ 2年ほどでライオ

ンズマンとしての経験も少なく、幹事の大役を引き受けて大丈夫か

という不安もありましたが、いろいろな方のサポートを受けなが

ら、なんとか当年度の眞鍋会長体制がスタートしたことをありがた

く思っております。 

 幹事オリエンテーションで、幹事はクラブ内の事象をまとめること、と教わりました

ので、クラブ内を中心に目を向け、会長や各委員長をはじめ、少しでも会員の皆さんの

助力になるよう頑張りたいと思います。ご迷惑をおかけすることもあるとは思います

が、よろしくお願いいたします。 

 

会計 内田真弓 

今年度 新居浜ひうちライオンズの会計という大任を拝しました内田

真弓です。 

入会まだ 3年目で経験不足ではありますが、会長 幹事 会員皆様の

ご協力の下 精一杯私なりに努力したいと思います。 

会員皆様と楽しく厳しくひうちのためになお地域のために精進した

いと思いますのでご指導よろしくお願いします。 

新任挨拶 
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ライオン・テーマー 小野耕嗣 

令和元年 7月より 1年間、「ライオン・テーマー」を拝命いたしま

した。 

今回、４回目のライオン・テーマーですが、引き受ける度に、いつ

も感じることは、例会の間、すっと気が抜けない役職であると言う

ことです。 

今回も、そう感じながらの 1年になりそうです。 

しかし、引き受けした以上、しっかりと、自分の責任を果たしていきたいと思っていま

す。 

本年度、まずは、もう一度、初心に返って、「ライオン・テーマーの仕事とは何か？」

を充分理解したうえで、スムーズな例会運営をサポートしていきたいと考えています。 

例会を、実質的に進行していく立場としましては、無駄を省き、よりスピーディーに、

そして、例会ルールをしっかり守りながらも、眞鍋会長、戒田幹事、東計画大会委員長

とも相談しながら、メンバーの皆さんが、より楽しく思える例会づくりに努力していき

たいと思っています。 

本年度の副ライオン・テーマーは、大西理紗さんです。理紗さんにも、積極的にこの役

割に関わってもらいながら、1年間、頑張っていきます。 

どうか、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 テール・ツイスター 松本秋津 

今年も暑さがこたえる季節となり、我がひうちライオンズクラブ

も新年度が始まりました。不肖ながら私はテール・ツイスターの任

に就くことになります。今まで各委員長や会計をやってきました

が、正直テール・ツイスターというものがどのような役職なのかも

理解せぬまま、新年度を迎えることとなりました。ドネーション等

を集計して、皆様のコメントを発表してれば良いのかなと思ってい

ると、意外に会のアドバイザー的な役職だと聞き及びました。若干

の衝撃ではありますが、自分なりに責務は果たしていこうと思いま

すので、温かい目で見て頂ければ幸いであります。今後役職の中で皆々様にお願いごと

を申し上げることも多々あろうかと思いますが、何卒ご理解、ご協力頂ければ幸いでご

ざいます。 
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              会員会則委員長   松本 清 

 昨年度はキャビネット出向につき、皆様方の多大なご協力に対

し、深く感謝申し上げます。今年度に付きましては、ひうちの会

員会則委員長として、眞鍋啓太会長をバックアップしていきたい

と思っています。この方は、我がひうちライオンズクラブが、意

気消沈して、長期低迷していた時期から飛躍的に改善させた立役

者です。その方が、会長をして頂ける今年度に付いては、我がひ

うちライオンズクラブを、更にもう一段、もう二段アップさせる

為の最適の機会ではと考えます。このクラブというものは、やは

り、ある程度会員数が居られた方が、会としての纏まりも出来、個人の負担も少なくて

済み、尚且つ、会員同士の連帯感や、会での楽しみなども出てきたりしがちです。今年

は、皆様と一緒に頑張って行きたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

広報委員長 田窪秀道 

  本年度広報委員長を拝命致しました田窪秀道です。私の場合は日頃

から公務と重なる事が多く、皆様に多大なるご迷惑をおかけし申し訳

なく思っております。広報委員会の仕事としては年に４回の会報誌の

発行でありますが、こちらから原稿をお願いしました際には、なるべ

く締め切り日までにメールにて事務局まで送付をお願い致します。他

の広報委員と共にできる限り頑張りますので、今年一年宜しくお願い

致します。 

 

計画大会委員長  東 裕子 

今年度、計画大会委員長という大役をお引き受けしたことに、責任

の重さを痛感しております。 

まだまだ入会して間もなく、知識や経験不足ではありますが、前計

画大会委員長の永易委員長、PC永井さんをはじめ、沢山の方に力

をお借りして少しずつ前へ進んでいます。 

委員会メンバーで力を合わせ、皆様が楽しめる例会作りに頑張りた

いと思います。 

ご指導、ご要望、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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25周年記念事業実行委員長  塩崎 卓 

 本年度、25周年記念事業実行委員長を仰せつかりました塩崎卓で

す。まだ、一年前倒しの準備段階ですが、いろいろ事業を考えて参り

ますと時間がすぐに過ぎてしまいます。各委員会を通じて皆さんの意

見を取り入れながら、内容を詰めて行きたいと思っております。 

まずは、事業委員会と合同で活動致しますので、委員長さん宜しく

お願い致します。またメンバーの皆さんいろいろなご意見宜しくお願い申し上げ、委員

長挨拶とさせて頂きます。 

 

青少年委員長 石井敦士 

今年度、青少年委員長を仰せつかりました石井です。 

拝命を受け引き締まる思いとともに、やりがいを感じております。 

我々が地域に根ざした奉仕活動をするために、会員の絆が今まで以

上に深まるような事業を開催し、地域貢献ができるような環境を醸

成したいと思っています。 

また特に委員会活動には沢山のメンバーに声をかけ集まって頂き、

会員増強にも繋げていきたいと思っています。 

１年間頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

経験が浅い私ではありますが、委員会メンバーそして会員の皆様のご指導、ご協力をい

ただき任期を全うしたいと思います。宜しくお願い申し上げます。 

 

保健福祉・環境保全委員長  永易 勲 

今年度、保健福祉・環境保全委員長を任命頂きました。 

当委員会の三本柱は、献血・清掃活動・ブラインドダンス。 

実は献血には深い思いがありまして…今は亡き父が闘病中の手術の

際、輸血により命を取り留めた経験を致しました。10年前のその時

から、献血頂きました皆様への感謝の思いを込め、私もずっと献血

を続けております。“人には見えない誰かに助けられている” 

まさにその活動にライオンズの一員として携われることに感謝しています。清掃活動に

はより多くの参加者様を。ブラインドダンスにおいては、より多くの方に認知して頂け

るよう、働きかけてまいります。 

 皆様、この一年間ご指導お力添えの程、よろしくお願い致します。 
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（株）FACTORY 代表取締役社長 近藤良二
こんどうりょうじ

 

ライオンズの皆様こんにちは。 

私は新居浜市内で美容室を数店舗営んでおります FACTORYの近藤良二

といいます。まだまだ現役のプレイングオーナーです。 

弊社名の由来は、 

新居浜が工業の街であり工場（FACTORY）から経済が成り立っている

ということ、また POP ART の巨匠,アンディウォーホルが 1960代に創

った気の合う仲間の溜まり場＜FACTORY＞から由来しております。 

neroli LILO LITHIUM… ONE＋ONE  FACTORYspacelab. etcすべて店舗の名称が異なります。 

さて私個人 20年近くヘアサロンワークをしている傍ら、音楽、映画、ファッション、現

代アート,空間デザインなど主にサブカルチャーの中から得られる経験や情報を大切にし

てきました。 他業種を知ることで本業の本当の価値が見えてきました。  

ライオンズクラブの皆様は多様な業種の方がおられますので、ライオンズの活動を通し

幅広く学ばせていただきたいと思います。 

まだまだ未熟な若輩者ですが、ご指導のほどよろしくお願いします。 

他の新入会員紹介は次回第二号で紹介させて頂きます。 

 

令和元年度委員長スクール（西条市）に参加して 

広報委員長 田窪秀道 

令和元年６月２２日土曜日１３時より西条市総合文化会館にて令和元年度献血・

献眼推進セミナー並びに次期クラブＬＴ・ＴＴ・計画委員長 次期クラブ委員長

スクールが開催され、当ひうちライオンズクラブより、小野耕嗣Ｌ・松本秋津

Ｌ・塩崎安規Ｌ（代）・松本清Ｌ・田窪秀道Ｌ・石井敦士Ｌ・永易勲Ｌ・秋山義

則Ｌ（代）８名が参加。１３時から開催された献血・献眼セミナーの後、１４時

より全体会議、１４時２０分より各分科会が行われ１５時３０分に全体会（講

評）があり１６時閉会ゴングでお開きとなりました。 

各委員長の皆様、ＬＴ・ＴＴの方々には今年一年大役ではありますが当クラブの

更なる発展のためご尽力お願い致します。 
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西日本拳法道選手権大会 

令和元年７月１４日（日）９時から山根体育館において開催されました。当ひう

ちライオンズクラブの田中克美さんが大会会長をされており、今回で２２回目と

なります。開会式には眞鍋会長をはじめ、越智Ｌ、田尾Ｌ、大石Ｌ、田窪Ｌ、内

田Ｌ、永井Ｌが参加致しました。 

広報委員長  田窪 秀道 

 

 

 

 

                                                  

 

７月第二納涼例会 

７月１６日（火）18：30 からグラッツェふじにて７月度は第二例会を納涼例

会として実施。当日は新入会員２名を含む３７名の参加があり、和気藹々のもと

大いに盛り上がりました。 
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＊５月第二例会＊ 

藤田修生 先日の献血活動ご苦労様でした。 

塩崎 卓 先日の献血お疲れ様でした。風が強く、飛ばされそうでした。 

眞鍋啓太 漸く次期 336-A地区ガバナーもほぼ内定をし、体制が本格的にスタートしたよ

うです。安心‼ 

越智慈子 地区ガバナー100周年記念会員増強賞大西健司さん、入会記念ガバナーピンバッ

チ贈呈烏谷さん、地区年次大会記念ゴルフ ドラコン賞 大西理紗さん、おめで

とうございます。 

田窪秀道 本年度は福祉教育委員長を拝命しました。本市の福祉と教育面についてのご要

望があればご意見下さい。 

曽我部正二 献血お疲れ様でした。当日風邪気味で献血は出来ませんでしたが、次回は思い

っきり血を抜いて下さい。 

塩崎安規 新しいガバナーが決まって良かったですネ。スムーズな船出を祈念致します。 

田尾忠士 ライオンズの年度まであと一ヶ月。各役員の方々の皆様ご苦労さんです。 

大西健司 ３回目の献血が無事終わりました。皆様ご協力ありがとうございました。 

松本 清 ガバナーエレクト候補が決定したことについて賛意を表します。 

坪井利勝 今日も元気だ、頑張ろう！ 

内田真弓 母の日もようやく終わりホッとしています。ライオンズの皆様のご協力ありが

とうございました。 

土岐和美 先日の１９日の献血助勢御苦労様でした。特に強風の為、準備が大変だったそ

うですね。終日台風並みの風が３～４日続きました。この地区では珍しいこと

でした。 

田坂嘉朗 来年春開業予定の、星野リゾート「星のや 沖縄」の木造一戸建てロイヤルス

イート棟の新築工事を３棟請け負いました。先週から、弊社の大工６名を沖縄

読谷村（よみたんそん）に派遣しました。完成が楽しみです。一部屋の料金は

３０万ということです。皆さん一緒に行きませんか？ 

岩崎隆義 暑くなりました。体調管理十分気を付けましょう。 

東 裕子 毎日暑くなりました。早くも夏みたいに暑いので熱中症に気を付けて下さい。 

 

＊６月第一リハーサル例会＊ 

藤田修生 ①6/2のどんぶり選手権大会は約 3000～4000人様のご来場で盛会に終わりまし

た。②6/1のライオンズクエストは面白かったです！ 

塩崎 卓 今日はリハーサル例会です。皆さんリラックスしていきましょう。 

眞鍋啓太 新天皇、皇后両陛下も国賓接待、地方公務と順調な滑り出しで公務にあたられ

ています。私もそれにあやかり次年度に向け、準備を怠りなく勤めたいと思い

ます。 

田窪秀道 次期会長眞鍋啓太さんを中心に、役員会員が一丸となりクラブを盛り上げてい

きましょう。 

曽我部正二 次期テールツイスター松本様宜しくお願いします。一年間お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

塩崎安規 今日はリハーサル例会です。一年間リラックスして役員の皆さん頑張りましょう。 

田尾忠士 ライオンズの年度が今月で最後ですネ。一年間役員の方々ありがとうございま

した。来期の役員もよろしくネ。 
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秋山義則 次期のひうちがいよいよ啓太さんを中心に始まります。宜しくお願いします。 

小野耕嗣 次年度、大西理紗さんと二人でライオンテーマーを担当致します。一年間よろ

しくお願い致します。 

内田真弓 リハーサル例会宜しくお願いします。身の引き締まる思いです。 

土岐和美 一年経つのは早いですね。今日はリハーサル例会と次年度に向けて出発となる

こととなります。今年度の役員の方々御苦労様でした。次年度の役員の方々宜

しくお願い致します。 

烏谷征明 梅雨のシーズンになりましたが、気持ちは明るく過ごしましょう。 

岩崎隆義 元気笑顔でいきましょう。 
 

東 裕子 計画大会委員長として右も左も分からず皆さんにご

迷惑をおかけして申し訳ありませんが宜しくお願い

します。 

 

＊６月第二引継例会＊ 

藤田修生 今日新入会員３名様のご入会誠におめでとうございます。大変うれしい限りです‼ 

塩崎 卓 新入会員二神恵さん、鎌田素己さん、宜しくお願いします。 

眞鍋啓太 現三役の皆様、理事、委員長の皆様、一年間御苦労様でした。昨日は３名の方

の入会オリエンテーション。ますます意気盛んな我がクラブで来期も宜しくお

願い致します。 

越智慈子 今期三役の皆様、役員の皆様、会員の皆様、御苦労様でした。会員増強パワー

や地区でのご活躍は新居浜ひうちＬＣの良い発信となりました。感謝いたしま

す。新入会員さん女性２名！女子パワーを感じます。 

伊藤健二 一年間ありがとうございました！ 

篠原孝尚 二神恵さん、鎌田素己さん入会おめでとうございます。 

曽我部正二 新入会おめでとうございます。一年間本当にありがとうございました。 

塩崎安規 新入会員の二神さん、鎌田さん、入会おめでとうございます。今後とも宜しく

お願いします。 

田尾忠士 本日の例会は今期最後の例会です。来期と引継ぎ夜間例会･懇親会もあり、ま

た、入会される二神恵Ｌと鎌田素己Ｌよろしくネ!! 

秋山義則 藤田修生会長をはじめ伊藤幹事、篠原会計、ご苦労様でした。また岡周平さん

の奥さんお久しぶりでした。 

松本 清 新入会員を歓迎致します。 

小野耕嗣 本年度、一年間役員の皆さん大変お疲れ様でした。 

内田真弓 二神さん、鎌田さん入会おめでとうございます。三役お疲れ様でした。 

土岐和美 今年度役員の方々御苦労様でした。懇親会は美味しい酒肴でゆっくりくつろい

でください。来期の方苦いかもしれませんが、頑張ってください。また、本日

は２名のご入会、二神さん鎌田さんおめでとうございます。共に頑張って行き

ましょう。 

横井俊幸 最後に入会式があるのは、本当にすばらしい事で

すね！ 

藤田聖一 お疲れ様でございました。次年度ともよろしくお

願い致します。 

岩崎隆義 日々体調管理ＯＫですか？ 

東 裕子 昼間は夏みたいに暑いですが、朝晩になると急に

冷え込み、体温調節が難しいですね💦 

鎌田素己 宜しくお願い致します。 
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＊７月第一例会＊ 

眞鍋啓太 ①会長方針②会長目標③会長スローガンを達成するために三役そして理事会メン

バー一丸となって頑張ります。宜しく御協力お願い申し上げます。 

藤田修生 ①新入会員の近藤さんを歓迎致します。②先日料飲組合の全国大会が沖縄であ

り、1800人の参加でした。夏川りみを初めて生で見えてよかったです。 

越智慈子 いよいよ眞鍋会長率いる新構成のスタートですね。宜しくお願い致します。 

篠原孝尚 近藤さん入会おめでとうございます。 

戒田憲昭 新体制がスタートしました。一年間宜しくお願いします。 

内田真弓 新しく新人事で出発します。皆さんご協力よろしくお願いします。近藤さんご入

会おめでとうございます。 

小野耕嗣 本年度「ライオンテーマー」は私と大西理紗さんで

やっていきます。皆さんのご協力を宜しくお願い致

します。 

松本 清 近藤良二様の前年度の入会を歓迎致します。 

土岐和美 今日から新年度ですが、昨年と同じように西日本地

区大雨被害が南九州に移動した様子です。被災地の

皆様方に御見舞い申し上げます。 

田尾 忠士 新しい年度が始まりました。今日は新入会員近藤良二Ｌおめでとうございます。

よろしく。 

大西健司 本日から新しい年度です。またこの一年皆様よろしくお願いします。 

曽我部正二 新出発おめでとうございます！ 

秋山義則 梅雨がやっと来た様な、雨が多くなってきて、涼しいね。 

塩崎安規 新年度のスタートです。新役員の皆さん宜しくお願い致します。 

岩崎隆義 今月も元気一番。宜しくお願いします。 

 

＊７月第二納涼例会＊ 

眞鍋啓太 新入会員工藤伊藤両氏を迎え、さらにゾーンチェアパ

ーソン、アシスタントの例会訪問、華やかに賑やかに

第 563回例会が開催されることを感謝いたします。 

越智慈子 ２Ｒ－１ＺＣ白石公成様、２Ｒ－１ＺＣＡ藤田成雄様

の来訪を歓迎いたします。新入会員の伊藤様工藤様、宜しくお願い致します。計

画大会の皆様納涼例会楽しみにしています。 

篠原孝尚 伊藤清勝様、工藤祐樹様、入会おめでとうございます。 

戒田憲昭 ＹＣＥの支援金ありがとうございました。 

内田真弓 白石様藤田様、来訪ありがとうございます。伊藤さん工藤さん、入会おめでとう

ございます。宜しくお願いします。 

伊藤健二 伊藤さん工藤さん入会おめでとうございます！ 

永井健之 納涼例会！楽しみましょう！新しい計画大会チームで一年間頑張ります！宜しく

お願い致します。 

小野耕嗣 伊藤様、工藤様、入会おめでとうございます。歓迎申し上げます。 

松本 清 伊藤清勝さん、工藤祐樹さんの御入会を歓迎致します。 

土岐和美 新入会員の伊藤清勝さん、工藤祐樹さん入会おめでとうございます。共に頑張っ

て行きましょう。別子ＬＣ白石公成さんＺＣとして例会訪問を歓迎致します。今

年度の役員御苦労様ですが、宜しくお願い致します。 

田尾忠士 新しい年度が始まって２回目の例会です。白石Ｌ２Ｒ－１ＺＣ、藤田Ｌ２Ｒ－１

ＺＣＡをお迎えして、伊藤清勝Ｌ、工藤祐樹Ｌおめでとうございます。 
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大西健司 梅雨明けも間近です。暑い夏がきます。暑さに負けず、頑張って行きましょう。 

東 裕子 今日の懇親会、司会頑張りますので宜しくお願いします。一人でも多くの方が楽

しめたらと思います♡ 

塩崎 卓 ２Ｒ－１ＺＣ白石公成様、２Ｒ－１ＺＣＡ藤田成雄様、新入会員の伊藤清勝さ

ん、工藤祐樹さん、宜しくお願い致します。 

藤田聖一 雨が続いていますね。雨が止んで夏に早くなってくれればと思います。皆様ご自

愛下さいませ。 

曽我部正二 伊藤清勝様、工藤祐樹様入会おめでとうございます。共に頑張りましょう。 

日野満明 伊藤さん工藤さん入会おめでとうございます。共に頑張りましょう。 

塩崎安規 新入会員の伊藤さん、工藤さん、入会おめでとうございます。これからもよろし

くお願います。 

二神 恵 世界が平和でありますように。そして、皆様との出会いに感謝しております。 

伊藤清勝 (株)清皓は奉仕の心を忘れません。 

岩崎隆義 フランスは 45.9℃。今年はどこまでいくのでしょ

う。溶けないように頑張りましょう。 

工藤祐樹 宜しくお願い申し上げます。 

田坂嘉朗 ミラノから帰ってきたぜぇ～ 

 

＊８月第一例会＊ 

眞鍋啓太 明比ＲＣをお迎えして今年度のお考えを拝聴できました。我がクラブも会員増強

及び会員の親睦に努めて参ります。 

藤田修生 暑い日が続きます。体調管理をいたしましょう。 

越智慈子 ２Ｒ－ＲＣ明比様、２Ｒ－ＲＣＡ植木様 台風、雨の中、ご来訪ありがとうござ

います。 

篠原孝尚 明比ＲＣ、植木ＲＣＡ 本日はお忙しい中、ご来訪ありがとうございます。 

戒田憲昭 本日、娘がＹＣＥ派遣生として出発しました。ご支援ありがとうございます。 

内田真弓 ２Ｒ－ＲＣ明比様、植木様、ご来訪ありがとうございます。 

小野耕嗣 暑い日が続きます。熱中症に注意して下さい！ 

松本 清 明比ＲＣ、植木ＲＣＡのご来訪を歓迎致します。大変な一年だと思いますが、頑

張って頂けたらと思います。 

土岐和美 ２Ｒ－ＲＣ明比さん、ＲＣＡ植木さんの例会訪問を歓迎致します。８月に入って

暑い日が続いていましたが、台風のおかげで幾分和らいだ感じもします。この夏

も暑さはまだまだだと思います。体に気を付けて頑張ってください。 

田尾忠士 先月に遅い梅雨明け宣言も行われました。今月は台風の季節、今日は台風８号大

丈夫でしょうか？本日雨のところ明比紳一郎２Ｒ－ＲＣ、植木光夫２Ｒ－ＲＣＡ

御苦労様です。 

横井俊幸 毎日暑い日が続きますが、充分体に注意をしていただきたい！水分補給を忘れずに！ 

東 裕子 納涼例会は皆さん盛り上げていただきありがとうございました。 

曽我部正二 台風気を付けて！ 

塩崎安規 明比ＲＣ、植木ＲＣＡの例会訪問を歓迎致します。 

 

＊８月第二例会＊ 

眞鍋啓太 安井ボーイスカウト会長をゲストスピーカーにお迎えして有意義な例会。私達

もアクティビティの計画実行評価改善に努めていきましょう。 

藤田修生 暑い夏です。安井さんありがとうございました。 



11 

越智慈子 お盆が過ぎて暑さも和らいだでしょうか。夏好きの私にはギラギラ太陽にもう少

し頑張ってほしいですが…。さて、今週土曜ブラインドダンス、来月には青少

年、保健福祉環境保全の事業が盛り沢山です。皆様の御協力お願い致します。 

篠原孝尚 安井誠一様、今日はお忙しい中、不問いただきましてありがとうございます。 

戒田憲昭 YCE派遣生が帰国中で 15時くらいに成田着です。ご支援ありがとうございました。 

内田真弓 安井様、卓話ありがとうございます。 

永井健之 残暑お見舞い申し上げます！熱戦を繰り広げている高校球児たちに負けないよ

うに私たちも頑張りましょう！！ 

小野耕嗣 大尉風１０号、新居浜にあまり影響がなくて良かったですね。これからも台風

が来ないことを祈りたいと思います。 

土岐和美 大型の台風１０号進路が西よりでしたので心配していましたが、この地域は大

したことがなく良かったですね。まだ暑さが続くと思いますので、熱中症にな

らないよう気を付けて頑張って下さい。 

田尾忠士 本日の例会は卓話があります。日本ボーイスカウト新居浜第２団スカウトクラ

ブ会長安井誠一会長のお話よろしくお願い致します。 

大西健司 毎日暑い日が続きます。皆様健康管理に気を付けましょう。 

横井俊幸 夏休みで孫が帰省していて、毎日が大変です。まぁ～嬉しい悲鳴です。 

東 裕子 台風が過ぎましたが皆さん大丈夫でしたか？私の父は心配で雨戸を閉めていま

したが、私のところは無事過ぎてくれて良かったです。 

塩崎 卓 先日の台風この辺りは被害もあまりなかったようですね。本日来訪の安井誠一

様よろしくお願い致します。 

曽我部正二 台風被害なくて良かった！まだまだ暑い日が続きます。熱中症に気を付けて！ 

秋山義則 今日は安井さんありがとう。１ヶ月ぶりに例会に参加しました。ありがとうご

ざいます。 

塩崎安規 暑いですネ。干からびないようにお体ご自愛下さいませ。 

大石 豪 毎日、残暑厳しくはありますが、お身体には充分御留意下さい 

岩崎隆義 あつい！！体調管理気を付けてネ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 559 回 5 月第二例会 

令和元年 5 月 21 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 曽我部正二 

・議事録作成者指名 横井俊幸 

・会長挨拶 

・地区ガバナー100 年記念会員増強賞贈呈 

 大西健司 

・2018-2019 年度新入会員入会記念ガバナーピンバ

ッチ贈呈 烏谷征明 

・地区年次大会記念ゴルフ贈呈 大西理紗 

・ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長松本より

次期ガバナーについての報告 

・委員会報告 

 会員会則 退会者 2 名の報告、スポンサー賞 2

名、会員増強のお願い 

 総務 会報誌発行について 

 保健福祉環境保全 献血の御礼 

・幹事報告、理事会報告 

・出席報告 88.4％ 

・テールツイスタータイム 44,000 円 

・閉会ゴング 

・また会う日まで 

・ライオンズローア 塩崎卓 

第 560 回 6 月第一リハーサル例会 

令和元年 6 月 4 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 越智慈子 

・議事録作成者指名 亀崎千恵 

・会長挨拶 第一副会長 眞鍋啓太 

 会長スローガン「会員増強女子力バネに We Serve」 

・2018-2019 年度新入会員入会記念ガバナーピンバッチ

贈呈 堀亘 

・結婚記念月 伊藤健二 

・誕生祝 小野耕嗣、眞鍋啓太、岡田直人、 

田窪秀道、秋山義則 

・委員会報告 

 会員会則 会員増強のお願い 

 広報 年 4 回発行予定、原稿依頼の件 

 計画大会 懇親会の案についてのお願い 

 25 周年記念事業実行 記念事業案についてのお願い 

 青少年 一年間よろしくお願いします。 

 保健福祉環境保全 ご協力お願いします。 

・幹事報告  ＯＳＥＡＬフォーラムの参加、バザール

出展のお願い 

・出席報告  81.4％ 

・テールツイスタータイム 38,000 円 

・閉会ゴング 

・また会う日まで 

・ライオンズローア  篠原孝尚 

例会報告 
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第 561 回 6 月第二引継例会 

令和元年 6 月 18 日（火）18：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 岩崎隆義 

・入会式（ライオンズの誓い）二神恵、鎌田素己 

・故 岡周平さんへ感謝状贈呈 岡さん奥様来訪 

・会長挨拶 

・幹事挨拶 

・会計挨拶 

・三役の引継ぎ・花束贈呈 

・クラブ旗及びたすきの引継ぎ（テール・テーマー） 

・委員会報告及び挨拶 

・新三役、理事、委員長の紹介 

・地区委員長活動報告、感謝状贈呈 

・閉会ゴング 

 懇親会 

・ＹＣＥ派遣生より挨拶 戒田弥珠希さん 

・スポンサー賞表彰 藤田修生、内田真弓 

・ガバナーアワード表彰 

・アトラクション 

・出席報告 78.3％ 

・また会う日まで 

・ライオンズローア  

第 562 回 7 月第一例会 

令和元年 7 月 2 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 石井敦士 

・入会式（ライオンズの誓い）近藤良二 

・会長挨拶 

・皆勤賞贈呈 伊藤健二、大西健司、眞鍋啓太 

・感謝状贈呈  

前三役 藤田修生、伊藤健二、篠原孝尚 

・前期収支決算報告 

・上記監査報告 

・2019-2020 年度予算（案）例会日・会費等 

・審議 全て可決 

・各委員長挨拶及び委員会報告 

・支援金贈呈 西日本拳法道選手権大会 田中克美 

・出席報告  81.8％ 

・テールツイスタータイム 36,000 円 

・閉会ゴング 

・また会う日まで 

・ライオンズローア 戒田憲昭 

 

第 563 回 7 月第二納涼例会 

令和元年 7 月 16 日（火）18：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 岩崎隆義 

・来訪者紹介 

 336-A 地区 2R-1ZC 新居浜別子 LC 白石公正様 

336-A 地区 2R-1ZCA 新居浜別子 LC 藤田成雄様 

・入会式（ライオンズの誓い）伊藤清勝、工藤祐樹 

・会長挨拶 

・来訪者挨拶 

336-A 地区 2R-1ZC 新居浜別子 LC 白石公正様 

・ＹＣＥ派遣助成金贈呈 戒田憲昭 

・2018-2019 年度新入会員記念品贈呈  

近藤良二、二神恵 

・委員会報告 

 広報  会報誌の原稿締切期日について 

 計画大会  納涼例会楽しんで下さい。 

 保健福祉環境保全  7/27（土）ブラインドダンス 

7/28（日）7：00～市民一斉清掃 

・幹事報告、理事会報告 

・閉会ゴング 

・来訪者様退席 

 懇親会 

・2018 年度振り返りムービー 

・結婚記念月 近藤良二、塩崎安規、田坂嘉朗 

・皆勤賞贈呈 田坂嘉朗 

・ミラノ国際大会報告 田坂嘉朗 

・出席報告 80.4％ 

・テールツイスタータイム 45,000 円 

・また会う日まで  

・ライオンズローア 塩崎卓 

第 564 回 8 月第一例会 

令和元年 8 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 高橋啓子 

・議事録作成者指名 田窪秀道 

・来訪者紹介 

 336-A 地区 2R-RC 西条 LC 明比紳一郎様 

336-A 地区 2R-RCA 西条 LC 植木光夫様 

・会長挨拶 

・来訪者挨拶 

336-A 地区 2R-RC 西条 LC 明比紳一郎様 

・支援金贈呈 

 少年ソフトボール大会、ブラインドダンス 

・100 周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 ゴールド 100 周年ライオン 篠原孝尚 

 シルバー100 周年ライオン 永易勲 

・結婚記念月 越智慈子 

・誕生祝 小野勲、直野誠司、松本秋津、亀崎千恵、 

越智慈子、工藤祐樹、土岐和美、大石豪、高橋啓子 

・委員会報告 

 計画大会 納涼例会お礼 

・幹事報告 

・出席報告  67.4％ 

・テールツイスタータイム 39,000 円 

・閉会ゴング 

・また会う日まで 

・ライオンズローア 直野誠司 

第 565 回 8 月第二例会 

令和元年 8 月 20 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 塩崎卓 

・議事録作成者指名 曽我部正二 

・来訪者紹介 

 日本ボーイスカウト愛媛県連盟新居浜第２団スカウト

クラブ会長 安井誠一様 

・会長挨拶 

・卓話 

・委員会報告 

 計画大会 いもだき前夜祭試食会案内、伊予土居ＬＣ

合同例会案内 

 25 周年記念事業実行 記念事業案について 

 青少年 バレーボール大会、ソフトボール大会、平和

ポスターについて 

 保健福祉環境保全 ブラインドダンス 8/24、献血 9/1

参加協力お願い 

・幹事報告・理事会報告 

・審議 ２件可決 

・出席報告  76.1％ 

・テールツイスタータイム 39,000 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア  小野勲 
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日 曜 曜 曜

1 日 火 金

2 月 水 土

3 火 木 日

4 水 金 月

5 木 土 火

6 金 日 水

7 土 月 木

8 日 火 金

9 月 水 土

10 火 木 日

11 水 金 月

12 木 土 火

13 金 日 水

14 土 月 木

15 日 火 金

16 月 水 土

17 火 木 日

18 水 金 月

19 木 土 火

20 金 日 水

21 土 月 木

22 日 火 金

23 月 水 土

24 火 木 日

25 水 金 月

26 木 土 火

27 金 日 水

28 土 月 木

29 日 火 金

30 月 水 土

31 木

第一例会 ふじ 12:30～

親善スポーツ大会

理事委員長会19：00～事務局

９　月 １０　月 １１　 月

献血・ソフトボール大会・ ガバナー公式訪問

愛ロード清掃　7：00～

リーダーシップ研修会

新会員オリエンテーション

第二例会 伊予土居合同　18：30～

小学生バレーボール大会

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

Ｚ会議

理事委員長会19：00～事務局

世界ライオンズデー　6：00～

OSEALフォーラム　広島　

親善ゴルフ大会

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

マリンパーク清掃　7：00～

第二例会　ふじ　12:30～

理事委員長会19：00～事務局
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Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

８月 小野 勲（２日） 

 直野誠司（２日） 

 松本秋津（２日） 

 亀崎千恵（２日） 

 越智慈子（６日） 

 工藤祐樹（１０日） 

 土岐和美（１０日） 

 大石 豪（１９日） 

 高橋啓子（２５日） 

９月 大西健司（３日） 

 安井誠一（３日） 

 永易 勲（１３日） 

１０月 二神 恵（４日） 

 堀  亘（１５日） 

 烏谷征明（１７日） 

 曽我部正二（３１日） 

１１月 塩崎安規（１０日） 

 篠原孝尚（２０日） 

Wedding anniversary 

７月 塩崎安規・珠美（３日） 

（９日） 

 近藤良二・絵璃奈（３１日） 

８月 越智慈子・誠司（７日） 

９月 岡田直人・好美（１０日） 

 松本 清・富美子（１２日） 

 伊藤嘉彦・友子（１９日） 

１０月 曽我部正二・恵（６日） 

 横井俊幸・伊都美（７日） 

 田尾忠士・美智子（１０日） 

 秋山義則・セツコ（３１日） 

１１月 烏谷征明・由美子（９日） 

 永易 勲・しのぶ（１５日） 

 高橋啓子・幸夫（２３日） 

 工藤祐樹・菜花子（２７日） 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

本年度、マーケティングコミュニケーション委員長という役職で、広報委員会の

統括を務めさせていただきます。 

今回は三役、各委員長の皆様の新任のご挨拶をメインに掲載させていただきまし

た。就任早々の原稿依頼にお応え頂きありがとうございました。本年度は４回の発

行を予定しております。またこれから各事業の活動報告等、原稿依頼をお願いする

ことがありますが、楽しく充実した広報誌作成にご協力下さい。    Ｋ．Ｉ 

 

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 眞鍋啓太  幹事 戒田憲昭  会計 内田真弓 

ＭＣ委員長 伊藤健二  総務委員長 田窪秀道 

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 


