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会長 篠原孝尚  

本年度、会長を拝命いたしました篠原孝尚です。 

今期の会長スローガンは、 

「新たな気持ちでWe Serve ～25年の歴史に感謝～」です。

チャーターメンバーをはじめ先輩方のこれまでの事業活動や

伝統を受け継ぎ、25 周年を迎えられたことに感謝し、そして今

年度は 30 周年に向かっての足がかりとなる大事な年度であ

りますので、新たな気持ちで何事にも取り組んでいきたいと思

います。 

 会長目標は 

（1） 会員が出席したくなる例会運営、出席率 85％ 

（2） 会員のセーフティーゾーン化、親睦会を増やし会員一人一人に光を当てる 

（3） チャレンジ 55       です。 

 毎回例会に出席だけでは何も変わらないので、1～2 分くらいのスピーチや、何より

親睦会を増やすのが一番ではないかと考えています。コロナ禍でいつ制限がかかり

開催出来なくなるかもしれません。十分な安全対策を行いながら頻繁に懇親会が出

来ればと考えています。その中で、新入会員や新規事業が生まれるのではないかと思

います。 

 コロナ禍でも出来る事業を沢山取り入れ、そして不測の事態が起こっても素早く、柔

軟に対応出来るクラブ運営を目指して、皆様のご協力を頂きながら精一杯活動して

いきますので一年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

2021～2022 年度 新任挨拶 
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幹事 永井健之  

第 26期新居浜ひうちライオンズクラブの幹事を務めさせて頂

きます永井でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

まず、前年度運営されてこられました越智会長、小野幹事、永

易会計、役員様におかれましては本当にお疲れさまでございまし

た。コロナ禍で大変難しい意思決定の連続だったと思いますが、

ご尽力頂いたことに心より感謝いたします。ありがとうございます。 

 さて、これから篠原会長を支えながらクラブのリーダーシップを

発揮する大役を頂き、身が引き締まる思いですが、今年度のスローガンである「新た

な気持ちで We Serve ～25 年の歴史に感謝～」の言葉どおり、これまでのひうちラ

イオンズの諸先輩方のご努力に感謝することを決して忘れず、また、DNA（ひうちイズ

ム）をしっかり引き継いでいくためにも、何事にも変革を意識しながら積極的に行動

する決意でございます。とはいえ、不慣れな点があり、ご迷惑をおかけすることもあると

思いますが、温かく活動を見守って頂き、変わらぬご指導とご協力をお願い申し上げ

ます。 
 

会計 大西理紗  

今年度、会計を仰せつかりましたことありがたく存じます。 

篠原会長、永井幹事のもと、微力ではございますが精一杯務

めさせて頂きますので皆さんご支援ご協力を宜しくお願いいたし

ます。スローガン「新たな気持ちで We Serve〜25 年の歴史に

感謝～」のもと楽しく活動したいと思います‼️ 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

会員会則委員長  塩崎 卓  

 本年度、会員会則委員長をすることになりました塩崎卓です。 

昨年度は結成 25周年の活動をして一段落したところではあり

ますが、これからまた会員増強に向けて動きかけていかなければ

なりません。 

 本年度、三役指針の中に“チャレンジ 55”という活動を表記して

おります。今期会員数 55 名にする取り組みです。ぜひ達成できる

ように活動していきたいと思いますので、皆様のご協力の程宜しく

お願い申し上げます。 



5 

広報委員長  藤田聖一  

この度、広報委員長を拝命いたしました。藤田聖一です。 

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。皆様に原稿の依頼をお願いすること

もあるかと思いますが、何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。

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

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   馬越 健  

まだ入会して一年にも満たない未熟者に、この度歴史有るライ

オンズクラブの中でも勢いのある「新居浜ひうちライオンズクラブ」

の計画大会委員長を拝命し、身も引き締まる思いです。 

しかし残念ながら何から始めて良いのか解らないことだらけで

す。皆さまのご協力をお願い致します。 

私は障がい者福祉の会社を運営していますが、近未来に起こ

るであろう「南海トラフ大震災」で障がいの有る方々を如何に安

全に避難してもらうかを学ぶ為に「防災士」の資格も取り勉強し

ています。この資格が何か皆さまのお役にたてることが有れば幸いです。 

一年間よろしくお願い致します。 

 

 

青少年委員長  大西健司  

今年度、青少年委員長を受けました大西健司です。 

このコロナ禍の中でいろいろと制限のある中でスポーツ活動

や集団作業がままならない時ですが、我がクラブとして青少年育

成という観点からこれまでの継続事業を引継ぎ、新たな事業も後

方支援として行いたいと思います。 

この一年最後まで皆様の御協力と御支援をお願い致します。 
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保健福祉環境保全委員長 伊藤 嘉彦  

本年度、保健福祉環境保全委員長を仰せつかりました伊藤嘉

彦です。 

今回初めての委員長で、ドキドキ・わくわくしています。皆様の

ご協力有っての清掃活動・献血事業ですので楽しく参加して頂

けるように活動していきたいと思っています。昨年もコロナの影響

は在りましたが全事業行えたので、本年度もきちんと対策して活

動していきましょう。分からない事も多いので皆様にご迷惑をか

けるかもしれませんが、ご指導ご協力お願い致します。 

みんなで清掃するぞ～✧︎*｡٩(ˊωˋ*)و✧︎*｡ォ~ 

 

 

 

 

 

2R-GAT(GMT.FWTGLT.GST)会則委員  眞鍋啓太 

2021-2022年度 2 リジョンの地区委員に任命されました。 

名刺の肩書は「2R-GAT(GMT.FWTGLT.GST)会則委員」

という長いものです。要するに任務は、様々な奉仕活動や例会の

活性化を通して、会員を増やし退会者を抑えよう‼︎ということで

す。具体的には①336-A 地区主催の 9 リジョンの地区委員合

同会議に出席し②ガバナー方針の具体化を共有し③ゾーン会

議等でその周知に努め④必要又は要請があれば各クラブの会

員増強の諮問に応えていくことだと思っています。 

 私自身この活動の決め手は、世界及び日本の会員増強の趨勢を観察しつつ、

336A地区延いては 2 リジョン内 4ゾーン 17クラブの会員数動向をモニターし続け

ることだと考えています。 

 1年間鋭意努めますので、皆様宜しくご指導ご協力お願い申し上げます。 

 尚ガバナー方針は⑴退会者を抑えること⑵期末会員数プラスにすること⑶女性

会員比率 30%を目指すことの 3本柱です。 

 因みに GAT.GMT.FWT.GLT.GST については『ライオンズ必携』P232～

P233の用語解説をご参照下さい。 

出 向 会 員 挨 拶 
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株式会社 miyake  代表取締役  三宅
み や け

啓
けい

介
すけ

 

この度、新入会員となりました株式会社ｍｉｙａｋｅ 三宅啓介

と申します。 

弊社は、新居浜市喜光地町に事務所を置き、主に住宅など

の原状回復工事、リフォーム工事などを行っています。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います。 

未熟ではあり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っていますので、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活動報告 

2020-2021年度 第３回献血報告 

６月６日（日） イオン新居浜駐車場 

 

受 付 １４３名 

400ml 採血 １３７名 

不 採 血   ６名 

次回は１０月１０日（日）

ご協力お願いします！ 
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７月第二・納涼例会に参加して 

計画大会委員会 秋山義則  

令和３年７月度第二例会(夜間)がありまして、ひうちライオンズの納涼例会として、

７月２０日の夕方の６時半の時間に馬越健委員長と、近藤良二副委員長の協力で、

食事の後の余暇の時間に何とイントロクイズをやるという意見が副委員長よりあり、

司会と段取りをこの２人がうまくやってくれました。感謝です。 

これで、忘れてはならないのは、プログラムコーデネーター(ＰＣ)の永易さんの存在

ですけど、総括は、楽しく盛り上げていくのが仕事です。 

振り返るとイントロクイズは、会員のみんなが我を忘れてクイズを当てたり、歌ったり、

楽しんでいたね。面白いのが一番だと思いました。ありがとう。さようなら・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期初めての入会式 2020-2021年度皆勤賞の表彰 

キープディスタンスで 

久々の懇親会！ 

盛り上がりました♪ 
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7/25愛ロード清掃に参加して 
 

保健福祉環境保全副委員長  東口幸平  

清掃作業を終えて周囲の道が綺麗になり、

自分もスッキリした気持ちで心が洗われまし

た。たくさんの人が少しでもボランティアに協

力することでとても大きな力になります。 

その大きな力の元になれるようにこれから

もボランティア活動に意欲的に参加していき

たいと思います。 

皆様のご協力ありがとうございました。 
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第 604回 6月第一リハーサル例会 

令和 3年 6月 1日（火）12：30～ 
 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 永易勲 

・議事録作成者指名  岡田直人 

・会長挨拶 

・還暦祝い 内田真弓 

・古希祝い 秋山義則、岩崎隆義、高橋啓子、 

藤田修生、眞鍋啓太 

・誕生月祝い 小野耕嗣、小西孝典、眞鍋啓太、 

東口幸平、岡田直人、秋山義則 

・結婚記念月祝い 馬越健、伊藤健二 

・委員会報告・次期委員長挨拶 

保健福祉環境保全 献血 6/6協力依頼 

・幹事報告・理事会報告  スケジュール 

・審議 ４件可決 

・出席報告 32/47 68.1％ 

・テールツイスタータイム   

ドネーション 42,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 小野耕嗣 

 

第 605回 6月第二引継例会 

令和 3年 6月 15日（火）12：30～ 
 

・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  堀亘 

・会長挨拶 

・幹事挨拶 

・会計挨拶 

・三役の引継ぎ（ピン引継ぎ）・花束贈呈 

・クラブ旗及びたすきの引継ぎ（ＴＴ・ＬＴ） 

・各委員会より感謝の言葉 

・新三役・理事・委員長の紹介 

・ZC・ZCA挨拶、活動報告、感謝状贈呈 

・ガバナーズアワード表彰 

・スポンサー賞表彰  

越智慈子、内田真弓、篠原孝尚 

・ZC より事務局員へ記念品と花束贈呈 

・幹事報告・理事会報告 

・審議 2件可決 

・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 43,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 永井健之 

 

第 606回 7月第一例会 

令和 3年 7月 1日（火）12：30～ 
 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 伊藤嘉彦 

・議事録作成者指名  内田真弓 

・会長挨拶 

・前三役へ感謝状と記念品の贈呈 

・誕生月祝い 白石啓子 

・結婚記念月祝い 塩崎安規、近藤良二 

・前期収支決算報告 前会計 永易勲 

・上記監査報告 監査役 田尾忠士 

・2021-2022年度予算（案）、例会日、会費等 

・審議 全て可決 

・委員長挨拶及び各委員会事業案・予算 

・幹事報告  スケジュール 

・支援金贈呈 拳剛会館 田中克美 

・出席報告 34/44 77.3％ 

・テールツイスタータイム   

ドネーション 44,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 塩崎卓 

 

第 607回 7月第二例会 

令和 3年 7月 20日（火）18：30～ 
 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名  白石啓子 

・入会式（ライオンズの誓い） 

新入会員三宅啓介さん 

・会長挨拶 

・地区委員任命 眞鍋啓太 

・2020-2021年度皆勤賞表彰 8名 

 越智慈子、眞鍋啓太、小野耕嗣、永易勲、 

内田真弓、田尾忠士、曽我部正二、大西健司 

・委員会報告 

保健福祉環境保全 清掃 7/25協力依頼 

・幹事報告 スケジュール 

・審議 可決 

・出席報告 27/45 60.0％ 

・テールツイスタータイム  ドネーション32,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 永易勲 
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＊６月第一例会＊ 

越智慈子 本日はリハーサル例会。次期三役の皆様宜しくお願いいたします。古希、還暦のお祝

いおめでとうございます。今後の益々のご活躍を祈ります。 

眞鍋啓太 久しぶりの例会、リハーサル例会。26 期がコロナ禍をしのぎ楽しく活動できること

を祈ります。 

篠原孝尚 2 か月ぶりの例会開催。そしてリハーサル例会ということで短い時間ですが今日は

よろしくお願い致します。 

小野耕嗣 コロナ、ワクチン接種がスタートしましたね。

もう少しの辛抱ですね。それまで、気を抜くこ

となく、しっかり予防対策を取って病気になら

ないように、頑張りましょう！！ 

永易 勲 リハーサル例会！！景観が新鮮です。 

松本 清 地区年次大会出席努力賞を頂き、ありがとうございました。 

秋山義則 新しいお役の人達お世話になります。ありがとうございました。 

永井健之 次期幹事を任命頂きました！「新たな気持ちで We Serve」の精神で篠原会長を支え

 

第 608回 8月第一例会 

令和 3年 8月 3日（火）12：30～ 
 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 堀亘 

・議事録作成者指名  蓮尾有里 

・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 須山盾夫様、 

新居浜市少年少女発明クラブ 平田利實様、 

新居浜警察署 交通課課長 井上哲也様 

・会長挨拶 

・支援金贈呈 ボーイスカウト、少年少女発明クラ

ブ、ブラインドダンス 

・誕生月祝い 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、 

高橋啓子 

・結婚記念月祝い 越智慈子 

・委員会報告 

・幹事報告 スケジュール 

・審議 可決 

・出席報告 29/45 64.4％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 31,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 岩崎隆義 

 

第 609回 8月第二例会（書面） 

令和 3年 8月 17日（火）12：30～ 
 

1. ９月第一例会 9 月 7 日（火）の開催について 

検討中 

2. ９月第二伊予土居ＬＣ合同例会について 

合同例会の開催は中止。クラブ例会としては 

日時変更なしで開催を予定。 

3. 新入会員２名の入会式 8 月 20 日（金）13 時～

事務局にて開催。出席者 新入会員 2名、スポ

ンサー、会員会則委員長、三役、第一副会長、

田尾さん（撮影） 

4. 8月 24日（土） ブラインドダンス中止  

5. 9 月 20 日（月・祝）リーガの落雷による災

害復旧のため事務局が終日停電、水道も使用

不可。 
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たいと思います。 

曽我部正二 リハーサル例会おめでとうございます。コロナ禍ふっとばせ。ワクチン接種順調にい

きますように。6/1 は写真の日。田尾さんいつもありがとうございます。 

塩崎 卓 本日はリハーサル例会です。次期役員の皆様運営よろしくお願い致します。 

東 裕子 久しぶりの例会ですね。皆さんと久しぶりに会えて嬉しいです。 

白石啓子 ワクチン接種が進みコロナが終息し、日常が戻るといいですね。 

大西健司 皆様お元気ですか。役員の皆様一年間お疲れさまでした。 

藤田修生 皆さんお久しぶりです。 

塩崎安規 久しぶりの例会、リハーサル例会ということ

で次年度の役員さんよろしくお願いします。 

田尾忠士 本日は写真の日です。リハーサル例会、次期

役員の皆さんよろしくお願い致します。 

馬越 健 一年間のスタートに！ 

安井誠一 自粛期間解除になっても、気を緩めることなくコロナ感染予

防継続します。お世話になります。 

岩崎隆義 笑顔と元気！今月も宜しくお願いします。 

＊６月第二例会＊ 

越智慈子 一年間大変お世話になりました。会員の皆様と共に One Team で過ごした一年を誇

りに思います。 

眞鍋啓太 今期三役の方お疲れ様でした。25 周年各委員長及び委員の方、そしてアクティビテ

ィ委員長の皆様、そして全ての会員の皆様、コロナに打ち勝った我々の活動は我がク

ラブの誇りです。 

篠原孝尚 越智会長はじめ幹事、会計、理事、委員長の皆さん、コロナ禍という大変な年、ご苦

労様でした。 

伊藤健二 一年間お疲れ様でした。 

小野耕嗣 一年間皆さんご協力ありがとうございました。

大変お世話になりました。「感謝」幹事小野 

永易 勲 一年間ありがとうございました。 

松本 清 委員会への御協力ありがとうございました。 

戒田憲昭 皆様、一年間お疲れ様でした。 

秋山義則 メンバー皆様ありがとうございました。次期メンバーの皆様ありがとうございます。 

曽我部正二 越智会長、小野幹事、永易会計はじめ委員長の皆様お疲れ様でした。ありがとうござ

いました。 

東 裕子 だいぶ暑くなりました。コロナもこのまま落ち着くと良いのですが…。 

白石啓子 そろそろ活動できるようになるといいですね。 

大西健司 一年間皆様お疲れ様でした。 

藤田修生 ①コロナがこのままおさまると良いのですが…。②オリンピックが無事成功するこ

とを祈ります。 

塩崎安規 今日は今期最後の例会です。みなさんお疲れ様でした。これからもよろしくお願いし

ます。 
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田尾忠士 本日は今期最後の例会ですネ。会長様はじめ三役、各委員長様一年間お疲れ様でした。 

内田真弓 三役、ＺＣ、ＺＣＡ 一年間お疲れさまでした。お世話にな

りました。 

酒井志津香 越智会長一年間おつかれ様でした。コロナ禍で大変でした

が、ひうちはワンチームで最高の一年でした。次期も力を合

わせて頑張りましょう。 

岩崎隆義 今月もよろしく。 
 

《チャーターメンバーの日野満明さんより退会ドネーション》 

在籍 25 年をもって卒業致します。友よ、同志よ、ありがとう。 

新居浜ひうちライオンズクラブの更なる発展のご祈念を申し上げ、お

別れの言葉と致します。さようなら…ウィサーブ！ 

＊７月第一例会＊ 

篠原孝尚 新年度第１回目例会開催出来ました。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

戒田憲昭 今日より新年度。よろしくお願い致します！ 

永井健之 新しい年度のスタートです！！「新たな気持ちで We Serve」25 年の歴史や先人の

努力に感謝しながら頑張って行きましょう！ 

塩崎 卓 本日は今年度最初の例会です。本年度は会員会則委員

長をさせていただきます。御協力よろしくお願い致し

ます。 

永易 勲 新年度今日からまた頑張りましょう！！ 

塩崎安規 本当に暑くなってきました。熱中症にならないように

気を付けましょう。今期もよろしくお願いします。 

曽我部正二 前三役お疲れ様でした。ありがとうございました。26 期スタートおめでとうござい

ます。新三役の方、他メンバーの方々よろしくお願いします！ 

小野耕嗣 新年度スタートですね！本年度もよろしくお願い致します。 

馬越 健 計画大会委員ガンバレー 

大西健二 本年度一年間青少年活動の協力宜しくお願いいたします。 

伊藤嘉彦 初めての委員長ドキドキしてます(^△^;) 

藤田修生 篠原会長の新しい船出にお祝い申し上げます。 

内田真弓 篠原丸の船出おめでとうございます。みんなで盛り上げましょう。 

岩崎隆義 今月もよろしく。 

眞鍋啓太 オリンピックが始まる。楽しみである。中学生時代 TV にかじりついていた。コロナ

にかからないようにうまく運営されることを！！ 

田尾忠士 新しい年度の第一回目の例会日です。今期の会長幹事会計はじめ役員さんご苦労様

です。よろしくお願い致します。 

白石啓子 本日は誕生月祝って頂きありがとうございます。一年元気に過ごせればと思います。 

秋山義則 新しいお役の人達お世話になります。船出ですのでいろいろなことがあると思いま

すが、よろしくお願い致します。 

松本 清 新・執行部に期待致します。 
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＊７月第二例会＊ 

篠原孝尚 三宅啓介さん入会おめでとうございます。 

越智慈子 三宅さんの入会を心から歓迎いたします。昨日、梅雨明けし、納涼例会にぴったりの

季節になりました。 

戒田憲昭 暑くなりましたが皆様、体に気を付けてください。 

塩崎 卓 新入会員三宅啓介さん入会おめでとうございます。歓迎いたします。 

曽我部正二 三宅さん入会おめでとうございます。共に頑張りましょう。 

大西健司 梅雨があけました。コロナ、熱中症に気をつけましょう。 

藤田修生 今日は久しぶりの納涼例会です。コロナワクチン２回目を

打ちました！ 

内田真弓 久しぶりの夜例会ですね！梅雨明けして暑いですね。 

安井誠一 オリンピック始まりますね。TV 観戦で楽しみましょう。納

涼懇親会も楽しみます。 

眞鍋啓太 三宅さん御入会おめでとうございます。再た平均年齢が若

がわりします。ありがとうございます。 

田尾忠士 本日の夜間例会は納涼例会です。楽しくお願い致します。 

秋山義則 いい日旅立ちですね。本当にいい日だｌ１．今日は計画大会が進行です。 

白石啓子 懇親会が開かれて良かった(*^_^*)ワクチンが普及してコロナ禍の閉塞感から抜け出

したいですね。 

永易 勲 納涼例会でコロナストレスが発散できたらいいですね！！ 

三宅啓介 入会させていただいた三宅啓介と申します。自分のできる限りですがやらせてもら

おうと思います。これからよろしくお願い致します。 

＊８月第一例会＊ 

篠原孝尚 本日は須山様、平田様、井上様、お忙しい中御来訪ありがとうございます。 

越智慈子 本日来訪者のスカウトクラブ会長須山様、少年少女発明クラブ平田様、交通課課長井

上様を心より歓迎いたします。 

永井健之 コロナの影響で再び会食が難しくなりましたが「夜明けは近い！」という事を信じて

明るく元気にいきましょう。 

塩崎 卓 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須山盾夫様、新居

浜市少年少女発明クラブ平田利實様、新居浜市警察署交通

課課長井上哲也様、本日はよろしくお願いします。 

永易 勲 コロナ心配ですね！！ 

小野耕嗣 毎日暑いですね！水分をしっかり取ってください。熱中症

に気を付けましょう！ 

馬越 健 コロナに負けるな！暑さに負けるな！皆さんガンバロー 

大西健司 猛暑の中で仕事、皆様頑張ってください。 

藤田修生 東京オリンピックが開催中です。コロナ禍中なのでテレビ観戦です。 

内田真弓 毎日とても暑いですが、体調に気を付けてください。 

岩崎隆義 水分補給忘れずに。 
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安井誠一 ボーイスカウト活動ご支援くださり感謝申し上げます。 

眞鍋啓太 井上交通課長の卓話を拝聴して改めて自分の運転に留意しました。 

田尾忠士 本日の例会訪問者、日本ボーイスカウト須山盾夫様、少年少女発明クラブ平田利實

様、新居浜警察署交通課井上哲也様を迎えての例会卓話よろしくお願いいたします。 

秋山義則 卓話の話が短くて申し訳ございません。楽しみです。 

白石啓子 暑くなりました 熱中症、コロナ、いろいろ大変ですが、乗り切りましょう。水分補

給、大事です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

ちまたでは、コロナワクチン 2 回目接種率が 50％に近付いてきました。しかし、デ

ルタ株や新種のウイルスにより感染拡大が落ち着かず、例会等中止、活動できない

状態です。ガバナースローガン「命燃やして恋せよライオンズに」でも、コロナにはか

かりたくありません。感染への距離を置きながら新しい会員さんも多いので、会長目

標の親睦会が増やせることを祈っています。             Ｙ．Ｓ 

 

 

 

 

 

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 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 永井良幸・忍  （１１日） 

 永易 勲・しのぶ（１５日） 

 酒井志津香・英治（１８日） 

高橋啓子・幸夫 （２３日） 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 
７月 白石啓子 （１４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） 

土岐和美 （１０日） 

大石 豪 （１９日） 

酒井志津香（２４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） 

 馬越 健 （２６日） 

１０月 二神 恵 （４日） 

 堀 亘  （１５日） 

 曽我部正二（３１日） 

１１月 塩崎安規 （１０日） 

 永井良幸 （１３日） 

 篠原孝尚 （２０日） 
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新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 篠原孝尚  幹事 永井健之  会計 大西理紗 

ＭＣ委員長 塩崎安規   広報委員長 藤田聖一 

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 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

理事会 19：00～ ふじ

少年ソフトボール大会

Ｚ会議　中止

献血　

第一例会 12：30～ ふじ

理事会 19：00～ ふじ

マリンパーク清掃 7:00～

９　月 １０　月 １１　 月

R会議・新会員オリエンテーション・

リーダーシップ研修会

第二例会 12：30～ ふじ

1Zボウリング大会

第二例会 12：30～ ふじ

第二例会 12：30～ ふじ

ボーイスカウトと共同アルミ缶回収

小学生バレーボール大会

親善ゴルフ大会

理事会 19：00～ ふじ

第一例会（書面）　　　　　　

世界ライオンズデー 6：00～


