




 

 

ボーイスカウトと共同アルミ缶回収事業 

第一副会長  伊藤 健二 

９月２０日（祝・月）、清水町漁業組合にてボーイスカウトと共

同でアルミ缶回収事業を行いました。 

当初、ボーイスカウトのイベントの中で行う予定でしたが、コロ

ナ禍の影響で子供たちの参加が難しくイベントが延期になった

ので、参加人数を制限して行いました。篠原会長、越智直前、永

井幹事、伊藤委員長と私の５名が参加、ボーイスカウトからは大

塩様、本田様、横井様、須田様、安井様（ひうちメンバー）の５名

に参加いただきました。 

篠原会長が事前に設置していた回収ボックスには沢山の空

き缶が入っており、仕分けをしながら軽トラ１台分のアルミ缶が回収できました。今回は少人

数での事業になってしましましたが、また環境問題への取組として、子供たちと一緒に継続し

ていけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活動報告 

2021-2022年度 第 1回献血報告 

１０月１０日（日） イオン新居浜駐車場 

（感染対策としてスタッフとしての参加は無し） 
 

受 付 １08名 

4 0 0 m l 採 血 94名 

不 採 血   14名 

次回は１月 16日（日）

ご協力お願いします！ 
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２０２１年 2R親善ゴルフ大会に参加して 

第二副会長  戒田 憲昭 

２０２１年１１月３日（水）、新型コロナの影響でしばらく開催されていなかった、2R 親善ゴ

ルフ大会が開催されました。久々の親善ゴルフで、参加者もいつもより多かったような気がし

ます。 

新居浜ひうちライオンズクラブからは、篠原会長、永井幹事、眞鍋さん、横井さん、越智さん、

塩崎さん、篠原保さん、東口さん、戒田の９名が参加しました。朝日と缶ビール、缶ハイボール、

缶チューハイの歓迎の中、カートに乗り込みスタートしました。結果は、悲喜こもごもあったよう

ですが、最高の天気と最高のメンバーに恵まれ、楽しいゴルフの一日を皆さん過ごせたと思

います。その後、新居浜市の「とりっこ」にて、参加者全員で和気あいあいと打ち上げを楽しみ、

解散となりました。 

ちなみに、１１月２９日（月）にも新入会員

歓迎ゴルフ会を開催しました。新入会員の高

橋さん、山田さん、参加された篠原会長、永

井幹事、大西会計、篠原保さん、東口さん、お

疲れさまでした。 

新居浜ひうちライオンズクラブ ゴルフ部会

(仮称)では、ゴルフされる会員の方を募集し

ております。初心者でも歓迎です。奮ってご参加ください。 

 

第４回少年ソフトボール大会 

青少年委員長  大西 健司 

コロナ禍の中で開催が遅れていたスポーツ少年団ソフトボール大

会が前週の雨が続いて天候も心配されましたが穏やかな天候に恵

まれ１１月９日に開催されました。 

元気溌溂と動き回る選手達の姿を見ていると自分たちも元気がも

らえそうです。コロナ禍で選手達も十分な練習が出来なかったことと

思いますが、実戦において真剣に緊張感あふれるプレーを見せてい

ただき感動しました。これからもソフトボールを通じて精神面、体力面

を育んで立派な大人へと成長していくことを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤副会長による始球式 
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マリンパーク清掃 

保健福祉環境保全委員長  伊藤 嘉彦 

１１月７日（日） 朝７時からマリンパークにて清掃を行いました。雨が心配でしたが、清々し

い気持ちの良い朝でした。 

マリンパークに着いてみると、キャンプテントが沢山有り家族連れが楽しんでました。朝の

散歩してる人も沢山いました。砂浜は定期的に清掃しているみたいで、ゴミは落ちてないです

が、テトラポット周りには漂着ゴミが有りを回収し皆さんと和気あいあい楽しく清掃活動出来

ました。 

今回はボーイスカウトからのお手伝いが８名の参加頂きましたが、メンバーの参加者が少

なめでした！次回は２月の寒い時期ですが、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６回小学生バレーボール大会 

会長  篠原 孝尚 

第２６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が１１月２０日に山

根総合体育館、多喜浜体育館、金栄小学校体育館にて開催されました。 

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から閉会式は行われず、優勝旗返還後、試合開

始となりました。男子混合１１チーム、女子１４チームが参加とかなり少ない参加数ではありま

したが白熱した試合が繰り広げられ、特に女子決勝戦ではどちらが勝つか分からない手に

汗握る戦いでした。 

男子混合の部は、四国中央男子ＪＶＣ・菊間クラブＪｒ混合が優勝、 

女子の部は、ウエスタンＪＶＣ・川之江東部ＪＶＣ・桜井ＪＶＣが優勝しました。 

大会の開催にあたり、感染防止対策

をしっかりと取っていただいた新居浜市

バレーボール協会の皆様はじめ、ご父

兄、各チームの監督コーチの方々の力に

より、選手皆さんも安心してプレー出来

た事と思います。ありがとうございます。

そして、大西委員長、メンバーの皆様お

疲れ様でした。 
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１Ｚ親善ボーリング大会 

藤田 修生 

１１月２７日（土）新居浜 LCから１１人、新居浜別子 LCから８人、新居浜ひうち LCから７

人の計２６人がナムコワンダーボウル西条店に集まり２年ぶりとなる１Ｚ親善ボーリング大会

が行われました。 

新居浜ひうち LCの７人の２ゲームの成績の結果は、 

白石啓子３３０点、永易勲２82 点、篠原孝尚２７０点、藤田修生２６０点、眞鍋啓太２２９点、

越智慈子２０２点、東口幸平２００点でした。各クラブの上位５名の合計点数の比較でクラブ

順位が決まるとのことです。 

上記の結果の数字を見て分かるように白石啓子さんはダントツ安定したボーリングでした。

東口さんは実力があるのですが絶不調の様子でした。 

昨年はコロナ禍のためボーリング大会が開催されず二年ぶりの大会でちょっと戸惑ってい

た雰囲気もありましたが無事楽しく終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体賞 準優勝 個人賞  2位  白石啓子 

10位  篠原孝尚 

15位  眞鍋啓太 

20位  東口幸平 

 

 

 

順位 氏名 所属 １Ｇ ２Ｇ ＴＯＴＡＬ ＨＤＣＰ HDCPTOTAL AVERAGE

2 白石啓子 ひうち 167 163 330 30 360 180

9 永易勲 ひうち 152 130 282 282 141

10 篠原孝尚 ひうち 111 159 270 270 135

11 藤田修生 ひうち 93 167 260 260 130 上位５名合計

14 越智慈子 ひうち 83 119 202 30 232 116 1404

15 眞鍋啓太 ひうち 114 115 229 229 114.5  団体準優勝

20 東口幸平 ひうち 98 102 200 200 100
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２Ｒリーダーシップ研修会・新会員オリエンテーション 

酒井 志津香 

新会員オリエンテーション研修会に参加させていただきました。 

講師は、元地区ガバナー・地区名誉顧問 関野邦夫講師です。 

まだまだ組織の名前も覚えていない私には、どんな難しい言葉出てくるのだろうか？ 

質問されたらどうしようか？とドキドキと緊張しながら受講していました。 

すると関野講師は、ご自身が入会された経緯を面白く語ってくださり 

その体験談で「We Serve」の精神で地域社会に貢献する。「はい喜んで」と活動に参

加する等、ライオンズの活動を教えてくださりました。 

難しい言葉は、慣れれば覚えてくる、それよりも仕事が忙しいから、時間がないから

と言い訳をしないで積極的に奉仕活動に参加しようと思いました。We Serve! 
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家族忘年会 「リラックス」 

眞鍋 啓太 

家族忘年会の私の席は、二神御夫妻.白石御夫

妻のテーブル。ご主人様と会話と食事を楽しみつつ

過ごしたひと時は、久しぶりに夫婦のくつろぎ空間を

再認識する時間でもありました。 

二神さんの御主人様とは何度かお会いしていま

した。いつもライオンズ活動にご理解いただき奥様

を送り出してくださっています。 

白石さんの御主人様とは、以前の私の仕事上で

よく存じ上げていましたが、まさかライオンズの場で

御同席できるとは思いませんでした。奥様の真摯な

ライオンズ活動への対応のウラにある御主人様の

ご理解を痛感したしだいです。 

短い時間ではありましたが、私自身のリラクゼー

ションになりました。二神様、白石様ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２名の入会式 スポンサー東口さん 

 左：山田心平さん 右：高橋祐輝さん １Ｚ親善ボーリング大会参加者７名 

前年度からの新入会員紹介 

12月誕生祝 内田さん・結婚記念祝 藤田さん 

黒川遼さんによるマジックのアトラクション 圧巻のパフォーマンス！ 

ビンゴゲームでは２万

円相当の会長賞も✩ 

篠原会長、ありがとう

ございました！！
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他団体からの例会見学 

交流と会員増強を目的とした例会見学の招待を実施しました。 

第１回目 １０月第二例会 １０月１９日（火）  

新居浜商工会議所青年部（ＹＥＧ）の８名の皆様 

第２回目 １１月第一例会 １１月２日（火） 

新居浜青年会議所（ＪＣ）の７名の皆様 
 

第一回目にいただいた感想を紹介します。 

 

 

■新居浜 YEG見学 山本善洋さん 

本日は貴重なお時間ありがとうございました。大変勉強させていただきました。 

■新居浜 YEG見学 岡宣行さん 

本日はありがとうございました。ひうちライオンズの空気がわかって良かったです。 

■新居浜 YEG見学 森髙大輔さん 

本日は貴重な時間をありがとうございました。 

コロナ禍ではありますが、ひうちライオンズクラブの皆様のご指導を頂きながら地域発

展に努めたいと思います。今後共よろしくお願い申し上げます。 

■新居浜 YEG見学 藤田英治さん 

身近にライオンズに入会された先輩がいたので、色々教えていただいてました。二頭の

ライオンが意味すること、見つめるものに共感しました。『無償の行為があらゆる方向に

向かって進む』ことが商売にもつながるのであれば、我々YEG のような異業種の集まり

で、商売ありきの集団にとっても大変為になる会だと思います。若いメンバーの方々もい

らっしゃるようなので、お互いに紹介しあえるような、強いつながりを今後とも持たせて

いただきたいです。宜しくお願いします。 

■新居浜 YEG見学 眞鍋裕司さん 

本日は定例会の見学をさせていただきありがとうございます。 

他団体様の定例会や活動がわかり、YEG のメンバーも良い刺激になったと思います。

今後共宜しくお願い致します。 

■新居浜 YEG見学 井出裕人さん 

幅広い年代の方々と社会奉仕交流ができる素敵な集団と思います。本日は誠にありが

とうございました。 

■新居浜 YEG見学 小野正人さん 

本日は貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。ひうちライオンズ

の皆様のイキイキとした参加の姿勢に会の熱意を感じました。社会貢献、奉仕の精神を

しっかりと行動に移し、継続されておられて素晴らしいと思います。 

今後も交流がありましたらどうぞ宜しくお願い致します。 

 

例会見学者様の感想 
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■卓話講師・新居浜 YEG見学 岡田美恵さん 

本日は卓話でお話しさせて頂きありがとうございました。今後

リユース事業を展開していくのに、とても良い機会を頂けまし

た。 
 

空間屋-me you- owner、legare代表の岡田美恵様に卓話を

していただきました。６年前からバルーンショップを経営されており、クラウドファンディングに

も挑戦されたそうです。制服循環プロジェクトのアルゴリユースでは東予担当になり、２０２１

年の春から回収スタート。子ども食堂さん、ヤングドライさんの協力もあり、開始２ヶ月でダン

ボール２５箱の寄付、初めての販売会では１００着以上が循環され、どんどん広まっていって

います。現在、新居浜市内の５店舗で常時販売できるよう準備中とのことですので、できまし

たらぜひお立ち寄りください。 

 

 

 

にくぶき株式会社 取締役  伊藤
い と う

 浩子
ひ ろ こ

 

この度、新入会員となりました にくぶき株式会社 伊藤 浩子と申し

ます。 

弊社は、西条市朔日市に事務所を置き、主に県内外の食肉卸と小

売業、飲食店を東予地区にて営業しております。 ２年前より店舗展開

を高松市に展開致しまして、去年フランチャイズ店の韓丼を含め１３店

舗経営しております。ライオンズ会員、諸先輩方から多くの事を学べる

様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まして地域社

会に貢献させて頂きたく存じます。どうぞ皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。 
 

 

CＯＯＫ'Ｓ Caｆｅ  篠原
しのはら

 保
たもつ

 

この度、新入会員となりました CＯＯＫ'Ｓ Caｆｅ 篠原保と申します。 

姉妹店 やきとり古家と二店舗を新居浜市庄内町に店舗を構えており

ます。新居浜に店舗をオープンして 20年近く、地域密着型の親しみや

すいお店を目指しやってきました。沢山のお客様に支えられコロナ禍

の中も休むことなく営業させていただいております。自分の時間を少し

ずつ取れるようになり、これからは地域の皆様に少しでも恩返しが出

来ればと思いこの度ひうちライオンズクラブにお世話になることに致し

ました。わからない事ばかりですが先輩方からのご指導ご鞭撻を賜りながらご一緒に社会奉

仕に参加させていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

新入会員紹介 
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小西 孝典 

今回、新居浜西条子ども食堂ネットワークを紹介させていただきます。 

２０１９年９月より上原自治会・NPO 法人ひらめき共催で地域食堂(子ども食堂)オレンジキ

ッチンをスタートしました。本当に必要な家庭に利用してもらえるようにスクールソーシャルワ

ーカー２名にも参加して頂いてます。 

新居浜西条の企業・農家・地域の有志の方々の支援で運営しております。 

弊社でも NPO・子ども食堂を支援する目的で、プリンターレンタル・ポイント等の営業を行

い、その収益の一部を運営費に使っています。子ども食堂を運営していく中で、各地域で子

ども食堂をされている方々との繋がりもできて

きました。 

現在、事務局をして頂いている秋山直樹さん

の声掛けで新居浜西条子ども食堂ネットワーク

が立ち上がりました。 

下記に新居浜西条子ども食堂活動の趣旨と

各子ども食堂の開催日・開催場所を紹介させ

ていただきます。各子ども食堂、お手伝いしてく

ださる方を随時募集しています。 

皆様も子ども食堂のボランティアに参加して

みませんか？ 

【活動主旨】 

・新居浜西条子ども食堂ネットワークは子ども食堂のコミュニティです。 

・支援物を分け合ったり、ボランティアの過不足を調整したり、支援いただける物資を配達し

たり、農産物を収穫したり、情報を共有するネットワークです。 

・子ども食堂従事者に限らず、支援希望の農家、団体の方も加入して頂いている任意団体

です。 
 

【子ども食堂・活動団体】 
 

地 域 名   称 開催日 開催場所 

新居浜 地域食堂オレンジキッチン 毎月第 4土曜日 上原自治会館 

新居浜 金子みんなの食堂 現在休止中 コープ金子店 2階 

新居浜 さくらの庭みんなの食堂 現在休止中 さくらの庭 2階 

新居浜 すみの子ども食堂 第 2日曜日 
新居浜温泉パナス横 

solanan駐車場 

新居浜 新居浜子ども食堂中村松木店 第 3金曜日 中村松木新居浜教会 

新居浜 えひめフードバンク愛顔 不定期開催 NPO法人 e ワーク愛媛 

新居浜 宮西みんなの食堂 第 3日曜日 さしあげプロジェクト事務所前 

西条 イマココ子育て支援 不定期開催 西条市役所前 Gベース 

子ども食堂ネットワーク紹介 
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ひうち女子会 

直前会長  越智 慈子 

この度、女子メンバーが切望していた女子メン

バーの会を開催させていただきました。 

一年半ぶりの開催です。 

集まりを自粛していたこの間、女子メンバーに、

白石啓子さん、伊藤浩子さんの入会。東裕子さん

のご結婚と、嬉しいことがたくさんありました。 

そんなおめでたい話題で女子の会はとても盛

り上がりました。 

いつも企画させていただいて、感じることです

が、このひうちの女子メンバーのレスポンスの早さは日本一です！全員が、お仕事、家庭、地

域の関係をそつなくこなしているのだなと納得します。 

これからも元気で。ステキなひうちの女子の仲間を増やしていこうを合言葉に会を閉会し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新入会員紹介 伊藤浩子さん、篠原保さん 

・会長挨拶 

・支援金贈呈 小学生バレーボール大会 

・活動費贈呈 田尾忠士 
 

・誕生月祝い 

大西健司、安井誠一、永易勲、馬越健 

・結婚記念月祝い岡田直人、松本清、伊藤嘉彦 

・委員会報告 

計画大会  10/8 ライオンズデー早朝例会につ

いて、卓話開催日程 

青少年  平和ポスター選出投票のお願い 

保健福祉環境保全 献血 10/10（日）実施方法に

ついて、ブラインドダンス再開 

・幹事報告・理事会報告  スケジュール 

・審議 2件可決 

・出席報告 38/47 80.9％ 

・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  眞鍋啓太 

 

第 610回 9月第一例会（書面） 

令和 3年 9月 7日（火） 
 

1．9 月第二例会 9 月 21 日（火）12：30～につい

て 

蔓延防止等重点措置が 9/12より延長された場

合は中止（書面例会）とする。再度案内 

2．少年ソフトボール大会の延期  

 9/7事務局にて支援金贈呈 

3．ボーイスカウトと共同アルミ缶回収 

9月 20日（祝・月）8：00～河川敷 

蔓延防止等重点措置が9/12より延長された場

合は先方と協議の上、変更する可能性あり。再

度案内 

4．会報誌は第二例会にて配布予定 

 

 

第 611回 9月第二例会 

令和 3年 9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 藤田修生 

・議事録作成者指名  戒田憲昭 

・来訪者紹介 

 小学生バレーボール連盟代表理事中平修一様 
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第 612回 10月第一例会（書面） 

令和 3年 10月７日（木） 
 

1．少年ソフトボール大会の延期（開催日未定） 

2.献血 10月 10日（日）イオン新居浜駐車場 

今回は新居浜ひうち LC 事業スタッフとしての参

加はなし。献血が可能な方のみご協力お願いし

ます。 

3.アルミ缶回収による事業収入累計 31,420円 

4.10月～12月会費引落日 10月 12日（火） 

今一度ご確認お願いいたします。 

 

 

第 613回 10月第二例会 

令和 3年 10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 内田真弓 

・議事録作成者指名 伊藤嘉彦 

・来訪者紹介 

 卓話講師 空間屋 -me you- 岡田美恵 様 

例会見学者 新居浜商工会議所青年部より７名 

井出裕人様、岡宣行様、山本善洋様、小野正人

様、森高大輔様、藤田英治様、眞鍋裕司様 

・会長挨拶 

・卓話 空間屋 -me you- 岡田美恵 様 

・誕生月祝い 二神恵、堀亘、曽我部正二 

・結婚記念月祝い  

曽我部正二、横井俊幸、田尾忠士、秋山義則 

・委員会報告 

保健福祉環境保全 アルミ缶回収順調、 

ブラインダンス休止、献血お礼 

・幹事報告 スケジュール 

・審議 3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 37,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 二神恵 

 

 

 

 

第 614回 11月第一例会 

令和 3年 11月 2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 曽我部正二 

・来訪者紹介 

 卓話講師  

新居浜工業高等専門学校教授 吉川貴士様 

例会見学者 新居浜青年会議所より 5名 

白石尚寛様、西原裕也様、妻鳥貴史様、 

加藤聡志様、田中政守様 

・来訪者挨拶 

新居浜青年会議所理事長 白石尚寛様 

・会長挨拶 

・卓話  

新居浜工業高等専門学校教授 吉川貴士様 

・誕生月祝い 塩崎安規、永井良幸、篠原孝尚 

・結婚記念月祝い 永井良幸、永易勲、 

酒井志津香、伊藤浩子、高橋啓子 

・委員会報告 

広報  次回広報誌の原稿依頼 

計画大会  家族忘年会のご案内 

青少年  ソフトボール大会・小学生バレー

ボール大会ご協力のお願い 

保健福祉環境保全 マリンパーク清掃案内 

・幹事報告 スケジュール 

・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39,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 二神恵 
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＊9月第二例会＊ 

篠原孝尚 今日はバレーボール連盟中平様お忙しい中での来訪ありがとうございます。新入会

員の伊藤浩子さん、篠原保さん、初の例会ですがメンバーの顔を早く覚えていただき

ライオンズ活動頑張ってください。 

越智慈子 暑さも和らいできました。今日は中秋の名月だそうです。見られるといいですね。昨

日空き缶回収お疲れ様でした。早くコロナが落ち着くことを願います。 

伊藤健二 伊藤さん、篠原さん、入会おめでとうございます。 

永井健之 久しぶりの例会リアル開催が嬉しいです！ 

永易 勲 篠原さん、伊藤さん、ご入会おめでとうございます。 

第 615回 11月第二例会 

令和 3年 11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 蓮尾有里 

・議事録作成者指名 塩崎安規 

・来訪者紹介 

 336-A地区ガバナー 蔵本守雄様 

2R-RC 大橋勝英様 

2R-1Z-ZC 伊藤龍一様 

2R-GAT(GMT･FWT･GLT･GST）会則委員 

眞鍋啓太様  

2R-デジタルチーム 井出幸彦様  

2R-RCA 櫛部邦寛様  

2R-1Z-ZCA 大上幸雄 様 

・会長挨拶 

・来訪者挨拶  

336-A地区ガバナー 蔵本守雄様 

2R-RC 大橋勝英様 

2R-1Z-ZC 伊藤龍一様 

2R-デジタルチーム 井出幸彦様 

9.マイルストーン・ジェブロン・アワード贈呈 

 会員 25周年記念 源代晴基、大西健司 

 会員 20周年記念 塩崎卓 

 会員 10周年記念 越智慈子 

・委員会報告 

会員会則  2R リーダーシップ研修会・新会

員オリエンテーション、入会式案内 

計画大会  家族忘年会のご案内、出欠返信

のお願い 

青少年  ソフトボール大会お礼・小学生バレ

ーボール大会ご協力のお願い、平和ポスタ

ー報告 

・幹事報告 スケジュール、報告 

 

・出席報告 35/47 74.5％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 71,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 東口幸平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 616回 12月第一例会 

令和 3年 12月 7日（火）18：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 小西孝典 

・入会式（ライオンズの誓い） 

高橋祐輝さん、山田心平さん ２名 

スポンサー東口幸平 

・会長挨拶 

・１Ｚボーリング大会表彰 団体二位、個人賞４名 

 石啓子、篠原孝尚、眞鍋啓太、東口幸平 

・委員会報告 

青少年  バレーボール大会お礼、5年生以下の

部 2/12（土）開催予定 

・幹事報告 スケジュール、 

・審議 1件可決 

・出席報告 37/49 75.5％ 

・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 
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曽我部正二 バレーボール代表理事中平さん、来訪ありがとうござい

ます。高校の同級生として共に頑張ってまいりましょ

う！ 

馬越 健 私と孫の誕生月におめでとう！ 

大西健司 今日から秋の交通安全週間です。皆様事故には気を付け

ましょう。 

藤田修生 ①新入会員の方を歓迎いたします。②ワクチン接種でコ

ロナもおさまってもらいたいですね。 

内田真弓 伊藤さん、篠原さん、ご入会おめでとうございます。 

岩崎隆義 まだ残暑。元気笑顔でよろしく。 

酒井志津香 伊藤浩子さん、篠原保さん、ご入会おめでとうございま

す。共に命燃やして恋せよライオンズに！！ 

安井誠一 アルミ缶回収作業お疲れ様でした。ボーイスカウト幹部

も感服していました。ありがとうございました。 

 

眞鍋啓太 ２名の新会員をお迎えして久しぶりの例会、皆様お元気な様子。やはり例会は会食も

含め早くやれるように！！ 

田尾忠士 コロナのためお休みが有りましたね。本日の例会よろしくお願いします。 

秋山義則 本日は９月第二例会ですね。皆様お久しぶりです。 

白石啓子 伊藤浩子さん、篠原保さん、ご入会おめでとうございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

＊10月第二例会＊ 

篠原孝尚 本日は新居浜ＹＥＧのメンバーの方々お忙しい中、卓話と例会見学誠にありがとう

ございます。 

越智慈子 スポーツの秋、日曜日は池田の池をウォーキングしています。船木神社の階段を登る

とフラフラです。 本日卓話の講師岡田様と、例会見学のお客様をお迎えし、例会開

催できます。ありがとうございます。 

伊藤健二 岡田様、卓話楽しみにしております。 

永井健之 今年はお祭りも無く寂しい思いでいっぱいですが、

コロナも大分収束に向かっている気がします！！早

く日常を取り戻して皆さんと元気に活動したいで

す！本日は沢山の見学ありがとうございました！ 

永易 勲 コロナストレスＭＡＸです。 

曽我部正二 空間屋岡田様、卓話ありがとうございます。ＳＤＧＳ

取組してまいります。お祝いありがとうございます。 

小野耕嗣 久しぶりの例会出席です。これからずっと通常例会が出来ることを願ってます。 

馬越 健 新居浜が早く平和になりますように！ 

藤田修生 ご来訪の方々を歓迎いたします。 

内田真弓 岡田さん卓話楽しみです。見学の方も時間さいて頂きありがとうございます。 

眞鍋啓太 卓話、例会見学者と盛り沢山の例会楽しみです。入会式がないのが残念です。 

田尾忠士 本日の例会、卓話講師岡田美恵様宜しくお願いいたします。 

白石啓子 皆さん選挙に行きましょう！！ 
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二神 恵 このままコロナ終息を祈願いたします。 

伊藤浩子 一日も早くコロナが終息しますように。 

 

＊11月第一例会＊ 

篠原孝尚 本日は、吉川貴士教授、貴重な卓話ありがとうございました。そして新居浜青年会議

所の皆様、本日はお忙しい中、例会見学ありがとうございました。ライオンズはひう

ちで覚えていてください。 

越智慈子 本日は戒田第二副会長によりご縁をいただき、青年会議所様から多数の例会見学。よ

うこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。先日の衆議院選、我がメンバ

ーの白石さん、ライオンズメンバーの井原さん当選おめでとうございます。 

戒田憲昭 新居浜ＪＣの皆様今日はありがとうございます。 

永井健之 吉川教授卓話ありがとうございました。また白石理事長をはじめＪＣの皆様ご見学

ありがとうございました！！さて、今年も残すところ２ヶ月です！早いですね…一

日一日を大切にして頑張りましょう。 

塩崎 卓 本日は例会見学者の皆様を歓迎いたします。宜しくお願いいたします。 

曽我部正二 白石様、西原様、妻鳥様、加藤様、田中様、ご来訪ありがとうございます。先月は多

分のお祝い激励ありがとうございました。 

小野耕嗣 随分秋めいて来ましたね。皆さん風邪を引か

ない様にして下さい。 

馬越 健 コロナ本日７名。早く０名になりますように。 

大西健司 今週土曜日、ソフトボール大会、開会式・閉会

式の参加宜しくお願いいたします。 

藤田修生 ＪＣのご来訪を歓迎いたします。先日鹿児島

県へ行ってきました。観光客が少しずつ増え

てきている様でした。 

内田真弓 吉川さん卓話楽しみです。たくさんの見学の方々ありがとうございます。 

岩崎隆義 今年も残り１ヶ月余り。よろしくお願いします。 

眞鍋啓太 白石啓子さん洋一先生おめでとうございます。又、井原巧様（四国中央法皇 LC）初

当選！ライオンズは党派、宗派を討議しない。ただそれはプロセスの問題。結果の成

果は共に讃えたいと思います。おめでとうございます。 

田尾忠士 本日の例会卓話、吉川貴士先生よろしくお願いいたし

ます。来訪者の皆様ありがとうございます。 

白石啓子 吉川貴士教授の卓話楽しみです。新居浜青年会議所の

皆様ようこそ！！ 

伊藤浩子 本日は皆様にお祝いして頂きまして大変幸せです。あ

りがとうございます。 

 

＊11月第二例会＊ 

篠原孝尚 蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英 RC、伊藤龍一 ZC、眞鍋啓太 GAT会則委員、井

出幸彦デジタルチーム委員、櫛部邦寛 RCA、大上幸雄 ZCA、本日はお忙しい中の御

来訪心より感謝申し上げます。 
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越智慈子 蔵本守雄ガバナー様はじめ御来訪の皆様を心から歓迎申し上げます。 

永井健之 蔵本ガバナー、大橋 RC、伊藤 ZC、井出委員、眞鍋委員、櫛部 RCA、大上 ZCA、

ご訪問ありがとうございました。後半戦もひうちライオンズ活性化のためにご指導

ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

塩崎 卓 本日は新居浜ひうちライオンズクラブ例会に、336-

A 地区ガバナー蔵本守雄様、2R-RC 大橋勝英様、

2R-1Z-ZC 伊藤龍一様、2R-GAT 会員会則委員眞

鍋啓太様、2R-デジタルチーム委員井出幸彦様、2R-

RCA櫛部邦寛様、2R-1Z-ZCA大上幸雄様、来訪い

ただきありがとうございます。 

塩崎安規 蔵本ガバナー、大橋 RC、伊藤 ZC、地区委員眞鍋さ

ん、井出様、櫛部様、大上様の例会訪問を歓迎いた

します。 

曽我部正二 蔵本ガバナーをはじめ大橋 RC、伊藤 ZC、眞鍋委員、

井出委員、櫛部 RCA、大上 ZCA 来訪ありがとうご

ざいます。 

小野耕嗣 本日はお忙しい中、蔵本地区ガバナーをはじめ、大

橋様、伊藤様、眞鍋様、井出様、櫛部様、そして大

上様、御来訪いただきありがとうございます。ご歓

迎申し上げます。 

大西健司 ソフトボール大会ご協力ありがとうございました。

引続きバレーボール大会もよろしくお願いします。 

藤田修生 本日のご来訪の方々を歓迎いたします。 

岩崎隆義 インフルエンザも気を付けましょう。 

安井誠一 336-A地区ガバナー蔵本守雄様他、ご来訪の皆様あ

りがとうございます。 

眞鍋啓太 蔵本ガバナー、大橋 RC、伊藤 ZC、そしてアシスタ

ント２名、さらに井出地区委員のご来訪厚く御礼申

し上げます。2R17 クラブの中で最ものクラブです

が、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

田尾忠士  336-A地区ガバナー蔵本守雄様はじめ2R-RC大橋

勝英様皆様、御苦労様です。 

秋山義則 今日はたくさんゲストがいますね。今年も残りが少

なくなりました。お互いがんばりましょうね。 

伊藤浩子 東様ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに♡ 

 

＊12月第一例会＊ 

篠原孝尚 今日は高橋祐輝さん、山田心平さん入会おめでとうございます。そして２年ぶりの

忘年会、皆さんストレス発散して下さい。計画大会の皆さんありがとうございます。 

越智慈子 今日は家族忘年会です。時がたつのは早いものですね。今日は新会員の山田さん高

橋さんを迎えての忘年会、楽しい時を過ごしたいです。 

戒田憲昭 久しぶりの忘年会、楽しみましょう！ 
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塩崎 卓 今日は家族忘年会と新入会員の入会式です。高橋祐輝さん、山田心平さん、入会お

めでとうございます。 

塩崎安規 今日は２年ぶりの忘年会です。悪いことは忘れて、良いことは思い出して楽しくや

りましょう。 

永易 勲 忘年会楽しんでください！ 

小野耕嗣 久しぶりの忘年会ですね！開催出来て良かったです。だんだん寒くなって来ました

が、風邪を引かないように気を付けましょう！ 

馬越 健 初忘年会に。 

藤田修生 待ちに待った忘年会楽しみましょう。黒川さんのマジック楽しみです。 

内田真弓 高橋様、山田様、ご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 コロナにも負けずインフルエンザにも負けず。今年もあと少しです。 

酒井志津香 今年は家族忘年会が開催できて大変うれしい。皆で盛り上がりましょう。 

眞鍋啓太 ２名の新会員、高橋さん、山田さん、心より歓迎いたします。お二人の入会で 50名、

そして来年は会長目標の 55 名

へ！！ 

田尾忠士 本日の例会はコロナも下火なり家

族忘年会が開催出来、良い年末に成

りました。 

白石啓子 家族忘年会初めてです。楽しみにし

ています(*^_^*) 

松本 清 新会員、歓迎いたします。 

伊藤浩子 今年は入会しまして皆様に優しい

お言葉をかけて頂き感謝あふれる

一年でした。来年も良い年でありま

す様に。 

高橋祐輝 いっぱい飲みます。 

山田心平 忘年会楽しみます。 

 

 

 

 

古く剥がれかけていた事務局入口ドアのロゴとネー

ムが、この度篠原会長のドネーションで新しくなりま

した。 

前より字も大きくてわかりやすいです。 

施工も会長がやってくださいました！ 

篠原会長ありがとうございました！！ 
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日 曜 曜 曜

1 水 土 火

2 木 日 水

3 金 月 木

4 土 火 金

5 日 水 土

6 月 木 日

7 火 金 月

8 水 土 火

9 木 日 水

10 金 月 木

11 土 火 金

12 日 水 土

13 月 木 日

14 火 金 月

15 水 土 火

16 木 日 水

17 金 月 木

18 土 火 金

19 日 水 土

20 月 木 日

21 火 金 月

22 水 土 火

23 木 日 水

24 金 月 木

25 土 火 金

26 日 水 土

27 月 木 日

28 火 金 月

29 水 土

30 木 日

31 金 月

２　 月

アワード選考会

理事会 19：00～ ふじ

第二例会 ふじ 12:30～

第二例会　ふじ　12：30～

第二例会　ふじ　12：30～

献血

事務局年末年始休局

理事会 19：00～ ふじ

リジョン会議

第一例会家族忘年会　18：30～

Ｚ会議

小学生バレーボール大会

５年生以下の部

愛ロード清掃

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

半期会計監査　13：00～

第一1Z合同例会　18：00～

理事会 19：00～ ふじ

１２　月 １　月

事務局年末年始休局
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おめでとうございます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

例会やクラブ活動等だんだんと戻ってきましたね。 

愛媛でも 11月 26日から感染者 0が続いております。 

このまま感染状況が落ちつき、終息になる事を祈っております。 

会長スローガンにある「新たな気持ちで We Serve」でコロナ前より

さらに進化していきたいですね。 

今後ともよろしくお願いいたします。ウィサーブ！！ オー！！！ 

Ｓ．Ｆ 

 

 

 

１２月 永井健之 （１日） 

 内田真弓 （３日） 

１月 伊藤浩子 （６日） 

近藤良二 （８日） 

 大西理紗 （１６日） 

 松本 清 （２５日） 

 ２月 岩崎隆義 （１日） 

 蓮尾有里 （８日） 

 藤田修生 （１２日） 

 山田心平 （２１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） 

２月 永井健之・直子 （６日） 

 二神 恵・明宏 （６日） 

Wedding anniversary Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

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 
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