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2021 年新年抱負 

 会長 越智慈子 
 

皆様 新年あけましておめでとうございます。 

 2021 年最初の例会は、会員の皆様にお正月の気分を感じてい

ただこうと、茶道 松柏会 主宰 山本ちさと先生によるお茶会

例会を計画させていただきました。しかし昨年末からの、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の猛威より、お茶の提供は無くなり、卓

話例会となりました。会員の皆様も今年の年始こそはと楽しみに

していた、遠方の家族や親類に会うのを断念した方もたくさんい

らっしゃると思います。ウイルスに対し、何もできないもどかし

さを感じます。しかしながら、お正月も関係なく、命を救うために尽力していただい

ている医療従事者の方々に改めて感謝と敬意を表します。 

 そのような中ではありましたが、昨年は、わがクラブ結成 25 周年事業として、腰

塚隼人様をお招きして「命の授業」～ドリームメーカーとともに今を生きる～記念事

業をはじめ、マリンパーク様へ遊具贈呈、中学校吹奏楽部コンサートなど、周年の事

業も滞りなく開催することができました。これもひとえに会員の皆様が心を一つにし

て活動してくださった結果と感謝を申し上げます。 

 今年は丑年。干支でいうと辛丑（かのとうし）です。この年の特徴「辛」は痛みを

伴う幕引き。「丑」は殻を破ろうとする命の息吹そして希望。マイナスが大きければプ

ラスも大きいという事です。大きな希望を手に入れるカギは、堅実で、強い精神力に

あると言われます。私たち新居浜ひうちライオンズクラブは”We Serve 我々は奉仕

をする“という崇高なモットーと、精神力。そしてチャーターメンバーはじめ会員様

が作り上げてきた歴史と One Team 力で今、式典、ひうちの未来に挑んでいきましょ

う。 

 新型コロナウイルス感染症の影

響はまだしばらく続くと思います

が、必ず明るい未来が来ると確信

し、ライオンズの奉仕や家庭、仕事

において良い行いを積み重ねるこ

とが大切だと思います。来期にしっ

かりとバトンを渡せるよう任期を

全ういたします。 

 何卒、皆様のご支援、ご指導を賜

りますよう心よりお願い申し上げ

ます。 



2 

新居浜ひうちライオンズクラブ結成 25 周年記念事業 

新居浜市中学校吹奏楽部三校合同ミニコンサート 

青少年副委員長 蓮尾有里 

令和 2 年 12 月 13 日（日）に新居浜ひうちライオンズクラブ 25 周年記念事業新居

浜市中学校吹奏楽部三校合同ミニコンサートを開催いたしました。 

このコロナ禍の中、間際までどうなるのかと思っていたけれど、先生方の生徒達にど

うしても演奏をさせてあげたい気持ちが強く実現できたのだと思います。 

当日の会場では、感染症対策として色々な工夫と配慮をしました。 

ゲストの新居浜市民吹奏楽団の皆様の演奏もあり、クリスマスソングや懐かしい昭

和のメドレーから令和の今時の曲と幅広く、皆が楽しめました。生徒たちの素晴らし

い演奏を一人でも多くの方々に聴いて頂く機会が多くなればと思います。 
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新居浜ひうちライオンズクラブ結成 25 周年記念事業 

マリンパーク新居浜 遊具贈呈式 

第二副会長 伊藤健二 

 令和 2 年 12 月 18 日（金）、マリ

ンパーク新居浜ふれあい広場で遊

具の贈呈式が執り行われました。 

 越智会長の挨拶の後、新居浜港務

局より寺田政則委員会委員長様、黒

下敏男事務局長様、マリンパーク新

居浜より渡邊吉也支配人様、松本真

由副支配人様、越智会長、塩崎実行

委員長によって除幕が行われ、寺田

様より御祝辞をいただきました。 

 当クラブは創立以来、周年事業に毎回遊具を

寄贈しております。今回は、ワニをモチーフにし

たクライミングを楽しめる遊具と、ワニ・ゴリラ

の石像を寄贈させていただきました。 

 新しい遊具が増えて子供たちが益々楽しめる

公園になることを望みます。 

 

 

 

 

伊藤健二さん寄付 石像２体 

ワニワニクライム 
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2020-2021 年 LCIF 献金 

直前会長 LCIF コーディネーター 眞鍋啓太 

ライオンズクラブ国際財団（Lions Club International Foundation 略称 LCIF）はライオ

ンズクラブ結成 50 年を機に 1968 年設立。全地球的観点からの大災害、緊急事態に

対しての救済事業や人類の福祉に対する貢献事業を主な目的とした機関！ 

現在、ライオンズクラブ 100 周年の継続記念事業として会員 1 人あたり 100 ドル

献金が奨励されています。 

我が新居浜ひうちライオンズクラブも今年度スタート時の会員総数 44 名に合わせ

目標 4400 ドル献金を推進し、皆様のご協力で実現することができました。内訳は 400

ドルがクラブからの拠出金、残り 4000 ドルは MJF（Melvin Jones Fellowship▷LCIF へ

の 1000 ドル献金）で、秋山・源代・塩崎（安）・眞鍋の 4 ライオンが献金いたしま

した。因みに秋山・源代両ライオンは 20 周年時に MJF を記念事業費に代替したいき

さつがあり重ねての御献金であり、塩崎ライオンにいたっては 2 度目の MJF です。

あらためて拝謝申し上げます。（尚今年度への移行期で前年度カウントされましたが、

越智ライオンも MJF 献金いただきました。） 

2021-2022 年もこの 1 人 100 ドル献金が継続事業として位置づけられるかどうか

は未定ですが、コロナ禍は言わずもがな全世界的に災害疾病は後をたたず、我々ライ

オンズクラブの活動は益々重要視されることに変わりはありません。今後とも“One 

Team ”で飽くなき会員増強（退会防止＋招請活動）に努めながら、アクティビティ

の充実とドネーションにご協力お願い申し上げます。 We Serve ‼︎ 
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第２回献血 

保健福祉・環境保全副委員長 大西健司 

 

今期２回目の献血事業が１月２４日にイオンモール新居浜駐車場にて行われまし

た。大変寒い中での事業でしたが、会員皆様のご協力により無事終えることができま

した。献血者人数目標も達成することが出来一安心です。また、作業中は参加して頂

いた会員との情報交換や世間話などして和気藹々と楽しく時間を過ごさせて頂きま

した。皆様有難うございました。次回は６月６日の予定になっております。皆様の多

数のご参加、ご協力お願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回献血報告 

１月２４日（日）イオン新居浜 

 

受   付 １５６名 

400ml採血 １３９名 

不 採 血  １７名 
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愛ロード清掃 

保健福祉・環境保全副委員長 伊藤嘉彦 

2 月 7 日（日）朝 7 時からリーガ周辺にて令和２年度最後の愛ロード清掃を行いま

した。少し寒い中の清掃でしたが無事作業できました。参加者は２４名で会員２０名、

ボ－イスカウトの方のお手

伝い３名、近藤良二さんの

息子さん１名も手伝いに来

てくれました。 

今回のゴミ拾いは、茂み

の中に空き缶やナイロン袋

とか多かったです。参加頂

いた皆様大変お疲れ様でし

た。次回も宜しくお願いい

たします。 

 

小学生バレーボール大会５年生以下の部 

青少年副委員長 白石啓子 

3 月 20 日（日）小学生バレーボール大

会５年生以下の部が行われました。 

コロナ禍の中観客も寂しかったのです

が、選手たちの熱気が久しぶりに子供の

スポーツをする姿を間近に見る私には新

鮮でした。何より一生懸命ボールを追う

姿にエネルギーを貰った気がいたしまし

た。体育館にはそんな明るいプラスのオ

ーラで埋め尽くされている様でした。 

 今回優勝したチームの選手の夕ご飯は焼肉かな？など

と思いを巡らし笑顔溢れるご家族の様子を想像し嬉しく

思いました。 

会場の準備や後片付け等子供達のために動く御父兄の皆

様に敬意を払いつつ、子供達が頑張れる機会を作ること

が出来るひうちライオンズ！ 

この活動には大きな意義が有ると心から思う清々しい日

でした。 
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 (株)ＥＡＳＴ 代表取締役 東 口
ひがしぐち

 幸
こう

平
へい

 

この度、新入会員となりました (株)ＥＡＳＴ 東口幸平と

申します。 

弊社は、新居浜市中須賀町に本社を置き、製缶配管工事、解

体工事、電気工事、太陽光設置、港湾荷役業を行っております。

激動の中、建設業を継続、発展するのは至難の業ではあります

が、ライオンズ会員、諸先輩方から多くの事を学び吸収できる

よう日々精進していこうと思っております。 

未熟ではございますがこれから社会奉仕の精神を学び、微力

ながら地域社会に活動していこうと思いますので、今後とも皆様のご指導ご鞭撻の程、

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 594回 12月第二例会 

令和 2年 12月 15日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 大西健司 

・議事録作成者指名  戒田憲昭 

・会長挨拶 

・第一副会長挨拶 

・100周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 ダイヤモンド 100周年ライオン 篠原孝尚 

 ゴールド 100周年ライオン 大西健司 

・委員会報告 

会員会則  終身会員内規の改訂 

広報  会報誌２回目の発行 

計画大会  １月第一例会お茶会を予定 

25周年記念  マリンパーク除幕式 12/18 

・幹事報告・理事会報告  スケジュール等 

・審議  ４件可決 

・出席報告 33/46 77.3％ 

・テールツイスタータイム  ドネーション 38,300円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 東裕子 

 

 

第 595回 1月第一例会 

令和 3年 1月 5日（水）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 岡田直人 

・議事録作成者指名  石井敦士 

・来訪者紹介 

 茶道 松柏会 山本ちさと様、他１名 

・会長挨拶 

・会員 20 周年マイルストーン・シェブロン・アワード

贈呈  田中克美、横井俊幸 

・誕生祝贈呈 ３名 近藤良二、大西理紗、松本清 

・卓話 講師 茶道 松柏会 山本ちさと様 

・委員会報告 

 財務  会員拠出金 10,000 円加算し会費引落

1/12（火）、半期会計監査例会終了後～ 

 広報  会報誌原稿のお礼・記念誌ロゴの募集 

 計画大会  今後の懇親会の計画 

 25周年  記念大会の開催可否について 

 青少年  平和ポスターは２月中に返却予定 

 保健福祉  献血 1/24（日）参加願い 

・幹事報告  今後のスケジュールについて、こども

みらいの古本募金の協力お礼 

・出席報告 39/46 84.8％ 

・テールツイスタータイム ドネーション 43,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア  藤田修生 
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第 596回 1月第二例会 

令和 3年 1月 19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  小西孝典 

・会長挨拶 

・新入会員記念品贈呈  馬越健、小西孝典 

・委員会報告 

計画大会  2 月第二１Ｚ合同例会中止に伴い、

例会時間の変更 

25 周年記念  所属部会発表 馬越 祝宴、小西

総務式典 

保健福祉環境保全  ブラインドダンス 1/23（土） 

献血 1/24（日）、愛ロード清掃 2/7（日） 

・半期収支決算報告  永易勲 

・上記監査報告  田尾忠士 

・次期役員指名委員の発表 18名で承認 

・幹事報告・理事会報告  スケジュール、 

・審議  ８件可決 

・出席報告 37/46 80.4％ 

・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 

・ライオンズローア 松本秋津 

 

 

第 597回 2月第一例会 

令和 3年 2月 2日（水）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名  馬越さん 

・入会式（ライオンズの誓い）  

 東口幸平さん  スポンサー篠原孝尚 

・会長挨拶 

・ＭＪＦ献金表彰 秋山義則、源代晴基 

 二人ともＭＪＦとしては初めてだが、20 周年時にク

ラブ内へ献金している 

・結婚記念月 ２名 永井健之、二神恵 

・誕生祝贈呈 ３名 岩崎隆義、蓮尾有里、藤田修

生 

・委員会報告 

 広報  記念誌の校正確認願い 

 25周年  記念大会の開催可否 2/8決定予定 

 青少年  小学生バレーボール大会５年生以下

の部 2/20（土）表彰のみ出席 

 保健福祉  献血お礼、愛ロード清掃 2/7（日） 

・幹事報告  今後のスケジュールについて、新会

員オリテ中止、モントリオール国際

大会バーチャルで開催、国際入会

金免除 

・出席報告 34/47 72.3％ 

・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 

・ライオンズローア  東裕子 

 

第 598回 2月第二例会 

令和 3年 2月 16日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 白石啓子 

・議事録作成者指名  松本秋津 

・会長挨拶 

・新居浜ひうちＬＣ歴史紹介（スライドショー） 

チャーターメンバー小野勲 

・ＺＣより報告  キャビネット会議 in 高松 地区年

次大会の開催可否は 3月頃に発表あり、家族会員

増増強月間５～６月、ＬＣＩＦ目標値地区内未達成 

・委員会報告 

財務  問題なし 

広報  会報誌原稿依頼 

計画大会  今期の特別会計費返金を予定 

25 周年  記念大会やむなく縮小開催と決定、

詳細は 2/16夜部会長会で決定する 

青少年  平和ポスターと冊子と記念品を学校

へ持って行く 

・幹事報告・理事会報告  スケジュール、例会出

欠の締切時間の変更当日 9：45 まで、

会員手帳追加シールの配布、こどもの

みらい古本募金寄付金額 1,551円 

・審議  １件可決 

・出席報告 33/47 70.2％ 

・テールツイスタータイム  ドネーション 41,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 伊藤嘉彦 
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＊１２月第二例会＊ 

越智慈子 多様なものの考えを受け入れ、最高のクラブとなる。One Team 

眞鍋啓太 寒くなりました。皆様くれぐれも御身体御自愛を！！なかなかゴルフがうまく

なりません。60代の間に 90 切りを目指していますが、残り少なくなってきま

した。不安です。 

篠原孝尚 昨日から急に寒くなりました。皆さん風邪引かない様に十分体調管理気を付け

て下さい。 

小野耕嗣 無茶寒い！元気を出して！We Serve オー！ 

戒田憲昭 第２回会報誌の発行へのご協力ありがとうご

ざいました。 

秋山義則 2020 年の今年もいよいよラストが近づいて参

りました。良い年を迎えられる様に、良い年末

年始にしたいと思います。 

横井俊幸 寒くなってきました！コロナのおかげで風邪

もひけない！気を付けてください。 

曽我部正二 篠原第一副会長また宜しくお願いいたします。 

塩崎 卓 今年最後の例会です。来年の 25周年式典に向けて、宜しくお願いします。 

東 裕子 昨日から急に寒くなりました。年末に向けて皆様お忙しいとは思いますが、お

身体ご自愛ください。良いお年を。 

藤田修生 12/13（日）の中学校吹奏楽部ブラスバンドコンサートが盛会に出来てよかっ

たです。 

塩崎安規 今日は今年最後の例会です。本年はお世話になりました。来年もよろしくお願

いいたします。 

酒井志津香 今年最後の例会、楽しく皆様と会の進行ができればと思います。 

安井誠一 今年一年ありがとうございました。来年もよろしく。私なりに頑張ります。 

小西孝典 ２回目の例会参加です。わからないことばかりですが、よろしくお願いします。 

岩崎隆義 ラストスパート 元気笑顔で行きましょう。 

 

 

＊１月第一例会＊ 

越智慈子 2021年干支は辛丑（かのと・うし）。辛（かのと）は痛みを伴う幕引き、丑（う

し）は殻を破ろうとする命の息吹・希望。 

本日は松柏会（しょうはくかい）山本先生をゲストスピーカーにお招きした例

会。お正月を感じていただきたいです。 

眞鍋啓太 私も今年は古希。誕生月の６月迄にボギーペースでゴルフを楽しめる男になり

たい。 

篠原孝尚 あけましておめでとうございます。本日は松柏会山本ちさと様お忙しい中での

お茶会、卓話ありがとうございました。また、例会見学の東口幸平さんありが

とうございました。 

100周年会員増強
キャンペーンアワード表彰
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小野耕嗣 週末、また寒波がやって来ます。風邪を引いて熱が出るといろいろややこしい

…。皆で充分注意してこの冬を乗り越え

ましょう！ 

永易 勲 おみくじ大吉でした！！ 

戒田憲昭 あけましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。 

松本 清 あけましておめでとうございます。今年

も宜しくお願いいたします。 

秋山義則 令和３年の始まり始まりですね。良い年

にしましょう。元気で明るく！ 

永井健之 あけましておめでとうございます。まだまだすっきりしない一年のスタートで

すが We Serveの精神で多くの笑顔作りに貢献しましょう！ 

内田真弓 今年も宜しくお願いします。 

横井俊幸 あけましておめでとうございます。今年もよろしく。 

曽我部正二 あけましておめでとうございます。山本様来訪ありがとうございます。 

岡田直人 あけましておめでとうございます。正月は「鬼滅の刃」を全集中で読みました。 

塩崎 卓 あけましておめでとうございます。来訪の茶道 松柏会山本ちさと様、本日は

卓話よろしくお願い致します。 

東 裕子 去年は皆様お世話になりありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

石井敦士 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。 

大西健司 新年あけましておめでとうございます。今年も皆様宜しくお願いいたします。 

伊藤嘉彦 あけましておめでとうございます。 

藤田修生 新年おめでとうございます。正月はのんびり家で過ごしたら体重が 1.5kg増え

ました。 

塩崎安規 あけましておめでとうございます。コロナにはやられま

すネ。We Serveの力でコロナを吹き飛ばそうー 

田尾忠士 あけましておめでとうございます。寒くなりましたが、

コロナに注意して下さいネ。 

馬越 健 皆様の健康のために。 

酒井志津香 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

安井誠一 新コロナウイルス猖獗の中、withコロナで新日常。健康と安全祈願します。 

小西孝典 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

岩崎隆義 いつも元気をいただき、ありがとうございます！ 

日野満明 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

＊１月第二例会＊ 

越智慈子 寒さ一段と厳しくなります。皆様体に十分気を付けてください。元気でいまし

ょう。 

眞鍋啓太 残念！御本人の御都合で入会式が次回に！東口さんというお若い期待できる

人のフレッシュな入会式を楽しみにしていましたけれど… 

篠原孝尚 皆さん寒い日が続いてますが風邪、コロナ気を付けてください。 

会員20周年マイルストーン・

ジェブロン・アワード表彰
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小野耕嗣 今、宿泊は嫌なので日帰りで、阿蘇神社（九州）へ行ってきました。（初詣）毎

年やっていることは、ちゃんとしないと落ち着きませんね！早くコロナが終息

しますように。 

永易 勲 近所で火災がありました。火の元ご注意ください！！ 

永井健之 コロナが拡大しています。しっかり自己管理して一日でも早い終息に向けて頑

張りましょう！ 

曽我部正二 我が母校、創価大学、箱根駅伝往路優勝、統合準優勝の勢いで笑顔でコロナ禍ふ

っとばします。 

東 裕子 ひうちライオンズのメンバーが増えると嬉しいです。私もまだまだ分からない 

 ことだらけですが、頑張ります。 

白石啓子 今年初めての出席になります。できるだけ活動に参加したいと思います。本年も

よろしくお願い申し上げます。 

藤田修生 早くコロナがおさまってくれます様に！ 

塩崎安規 まだまだ寒いですネ。寒さに負けず、コロナに負けず、がんばりましょう。 

田尾忠士 寒い日が少し少なく今日瑞応寺で托鉢が行われ朝８時過ぎに出発６人でした。 

馬越 健 お蔭様で、会社設立から１０年が過ぎました。今後１０年また１０年と続けた 

 いと思います。 

岩崎隆義 コロナ＆風邪ひかないように。 

 

 

＊２月第一例会＊ 

越智慈子 今期、塩崎安規様、眞鍋啓太様、源代晴基様、秋山義則様よりメルビンジョーン

ズフェロー献金をいただきました。心より敬意を表します。 

眞鍋啓太 東口さんの御入会で 47名。このコロナ禍純増 3名。みんなの力と意気込みで目

標 50 名も手に届く範囲になりました。感謝。あとは 25 周年式典が滞りなく挙

行されるのみ！ 

篠原孝尚 東口さん入会おめでとうございます。皆様コロナ風邪気を付けて下さい。 

伊藤健二 東口さん改めておめでとうございます！ 

小野耕嗣 東口さんご入会おめでとうございます。歓迎

いたします。ご一緒に楽しいボランティア活

動が出来ますように！ 

永易 勲 東口幸平さん入会おめでとうございます。 

内田真弓 東口さん入会おめでとうございます。 

横井俊幸 幸平君おめでとう！ライオンズの一員として

頑張ってください。宜しくお願いします。 

曽我部正二 東口様入会おめでとうございます。結婚記念、誕生祝おめでとうございます。も

うすぐバレンタインデー今年も寂しいバレンタインかな？ 

塩崎 卓 新入会員の東口幸平さん御入会おめでとうございます。これからよろしくお願

いします。 

東 裕子 まだまだ寒い日が続きますが皆様体調大丈夫でしょうか？今日は節分なので豆

と恵方巻を食べて元気に過ごしましょう。 

白石啓子 コロナ禍でお天気もそう良くなかったのに 1/24献血に沢山の方が協力してくだ

さったことに感謝♡ 
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大西健司 東口さん入会おめでとうございます。 

藤田修生 新入会員の東口さんおめでとうございます。 

塩崎安規 今日は節分です。鬼コロナに豆をぶつけよう。 

田尾忠士 寒い日が続きますが風邪をひかないでコロナにも注意してく

ださいネ。 

岩崎隆義 今日も元気笑顔 皆様ありがとうございます。 

 

 

＊２月第二例会＊ 

越智慈子 先日理事会で、次期役員指名の方の発表がありました。新型コロナウイルスの

影響はまだしばらく続くと思いますが、必ず明るい未来が来ると確信し進んで

いきましょう。ご協力お願いいたします。 

眞鍋啓太 以前からお聞きしたいと思っていた我がひうちライオンズの歴史を大先輩から

拝聴できて幸せです。チャーターメンバーの方々にはもっとお聞きしたいと思

います。 

篠原孝尚 寒い日が続いてますが、皆さん風邪引かない様

に十分気を付けてください。 

小野耕嗣 コロナの感染者数が減ってきましたね！でも

油断は禁物です。もう少し、用心しながら頑張

って行きましょう！ 

曽我部正二 火事多発！火の元注意 火の用心 カチッカ

チッ火の用心 

塩崎 卓 ３月のひうちライオンズクラブ結成 25周年式典、皆さん御協力よろしくお願い

いたします。 

東 裕子 最近暖かくなってきたと思いましたが、今日は寒いですね。皆様お身体ご自愛

ください。 

白石啓子 今日は春を感じさせるポカポカ陽気で、気分も爽やかです！皆さんと楽しく活

動できると良いなと思います   

藤田修生 ワクチンで早くコロナが終息してほしいです。 

塩崎安規 コロナも少し落ち着いてきましたネ。そのうち明るくなるでしょう！ 

田尾忠士 来月の第２例会は第 600回記念例会です。 

馬越 健 コロナワクチン承認を祝して！ 

酒井志津香 今日明日と寒くなりますが、三寒四温で確実に春が近づいてきてます。このま

ま風邪をひかず頑張りたいと思います。 

安井誠一 ボーイスカウト活動写真展にご来場くださり、感謝いたします。ありがとうご

ざいます。 

岩崎隆義 いつも皆様元気をいただきありがとうございます。コロナもですが、インフル

エンザや風邪にも注意しましょうね。 
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日 曜 曜 曜

1 月 木 土

2 火 金 日

3 水 土 月

4 木 日 火

5 金 月 水

6 土 火 木

7 日 水 金

8 月 木 土

9 火 金 日

10 水 土 月

11 木 日 火

12 金 月 水

13 土 火 木

14 日 水 金

15 月 木 土

16 火 金 日

17 水 土 月

18 木 日 火

19 金 月 水

20 土 火 木

21 日 水 金

22 月 木 土

23 火 金 日

24 水 土 月

25 木 日 火

26 金 月 水

27 土 火 木

28 日 水 金

29 月 木 土

30 火 金 日

31 水 月

キャビネット会議

理事会 19：00～ 事務局

結成25周年記念ゴルフ大会

Ｚ会議

第二ＣＮ例会　18：30～

第600回記念例会　ふじ　12：30～

第二例会 ふじ 12：30～

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

理事会 19：00～ 事務局

地区年次大会式典（代議員）

地区年次大会ゴルフ・前夜祭

理事会 19：00～ 事務局

結成25周年記念式典

複合地区年次大会式典

複合地区年次大会前夜祭

2R年次会合・次期準備Ｒ会議

３　月 ４　月 ５　 月

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

第一例会 ふじ 12：30～
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新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 越智慈子  幹事 小野耕嗣  会計 永易 勲 

ＭＣ委員長 戒田憲昭   広報委員長  堀  亘 

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 ＊ ＊ ＊ 

 新型コロナ感染症の拡大が依然収まらぬ中、クラブの皆様が感染対策を行い

ながら、例会や 25 周年記念事業を始め、献血、愛ロード清掃、バレーボール

大会など地域の為の奉仕活動を止めることなく実施しすることができたこと、

そしてそんなひうちライオンズクラブの一員であることを誇りに思います。 

今期 3 回目の会報誌も、皆様のご協力の元、発行できましたことを感謝申し上

げます。 

新型コロナ感染症を気にすることなく、心おきなく活動ができる日が一日も早

くおとずれることを心より願っております。 

Ｗ．Ｈ 

３月 伊藤健二 （１１日） 

 東 裕子 （１２日） 

 戒田憲昭 （２３日） 

 横井俊幸 （２５日） 

 塩崎 卓 （２５日） 

４月 源代晴基 （８日） 

 岡部俊一 （９日） 

 田尾忠士 （２６日） 

 石井敦士 （３０日） 

 ５月 藤田聖一 （１５日） 

 田中克美 （１９日） 

 伊藤嘉彦 （１９日） 

３月 小西孝典・裕子 （１日） 

 小野 勲・志津子（８日） 

 戒田憲昭・瞳  （２３日） 

安井誠一・照代 （２９日） 

 白石啓子・洋一 （２９日） 

４月 田中克美・晶子 （１日） 

 眞鍋啓太・澄子 （１日） 

 大西健司・敬子 （６日） 

 直野誠司・英子 （６日） 

 堀  亘・清美 （９日） 

５月 岡部俊一・文子 （１０日） 

 篠原孝尚・恭子 （１５日） 

 石井敦士・亜希子（１５日） 

Wedding anniversary 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

 


