LIONS
MATSUE

LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRICT 336 - D 1R2Z
MATSUE LIONS CLUB

クラブスローガン

We Serve の心で58年、繋げよう真心の奉仕

松江ライオンズクラブ会報

8

2013 No.562

第30回松江市民レガッタ（平成25年7月27日〜 28日 大橋川付近）

地区アクティビティ・スローガン「光と愛を」
地区ガバナー・スローガン「未来を信じ

行動で We Serve‼」

会長テーマ 「伝統を受け継ぎ、品格のある Club
会長スローガン「We

Life」

Serve の心で 58 年、繋げよう真心の奉仕」

CONTENTS
2012年度純例会100％出席賞贈呈 ………………………………………………………………… 3
「松江市民レガッタ」担当委員会報告 …………………………………………………………………… 4
「松江市民レガッタ」レガッタ部報告 …………………………………………………………………… 5
キャビネットだより………………………………………………………………………………………… 6
YCE来日生受入れ ……………………………………………………………………………………… 8
ドネーション便り ………………………………………………………………………………………… 9
広告……………………………………………………………………………………………………… 11

未来を信じ 行動で We Serve‼

2012年度純例会100％出席賞贈呈

純例会出席100％賞を戴き
入会時、スポンス頂いた故・原田良樹様

L.安達

盛二

L.曳野

敏彦

より例会出席の重要なことを言われて28年

L.後藤

勇
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L.佐々木幸美

L.坂根

勝

L.古志野

功

L.大野
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律
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信行

L.石田
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学

が経過しました。
何十年も連続受賞なされている諸先輩の
環境・社会奉仕委員会

山﨑敏弘

L.

受賞者の皆さん

方々と比べて何が出来たのかを顧みると反
省することばかりです。
今回の受賞を機に心機一転、今年一年頑
張ります。ありがとうございました。

純例会100％賞をいただいて
前年度はテールツイスターの役がありましたので立場上よっぽどのことがない限り休む
わけにはいかないと思っていました。
なんとか一年間例会を休むことなく任期を終えることができほっとしていたところでし
た。それで純例会100％賞をいただいて恐縮しています。

律

計画・PR委員会

有田

L.

入会して 5 年半になりますがこれまでこの賞には縁がなく、はじめていただきました。
誠にありがとうございます。
仕事と家庭とライオンズのバランスをとり今年度も出来る限り出席に努めようと思いま
す。前年はTTタイムの準備がある関係で例会後半の内容はほとんど聞いていませんでし
た。今年は例会を充分に楽しみたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。
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光と愛を

「松江市民レガッタ」担当委員会報告
○開催日／平成25年7月27日
（土）
〜28日
（日） ○場所／大橋川特設コース

7 月27日・28日の両日、大橋川特設コースにて松江市民レガッタが開催され、松江市民
環境・社会奉仕委員会

柏井一博

L.

レガッタを応援する傍ら、出場する松江LCレガッタ部と共に奉仕の精神・活動等、松江
LCをPRしました。
27日は 8 時に集合しテントを 2 張設置し、雨模様の中、橋の欄干に横断幕を取付ける作
業を速やかに行いました。そして、テントの一部市民に開放し、テント内にはPRポスター
も掲示しました。レガッタ部の出場レースの応援の合間に、今年度の活動内容等を記した
オリジナルのうちわを配布し、雨上がりの蒸し暑さも手伝ってか、来場した方々に喜んで
手に取って頂けました。 2 日目の28日は 9 時30分に集合して、前日と同様に活動し、全部
で500枚用意したうちわはほとんど残らず配布することができました。
参加頂いた皆様、本当にありがとうございました。そしてレガッタ部の皆様、両日とも
天候不順で進行スケジュールに遅れが出る中でのレース、大変お疲れ様でした。
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「松江市民レガッタ」レガッタ部報告
7 月27日（土）
・28（日）大橋川（スタート松江大橋〜ゴール松江新大橋東）にて行われ
国際・教育委員会

實重正樹

L.

た「松江市民レガッタ」に初めて参加させて頂きました。300以上のクルーが参加しており
日本一の市民レガッタと称されているそうです。
今年は30回記念大会ということで特別企画も盛り沢山で、
「松江のおいし〜い特産市特
設テント」では松江の味を堪能できましたし、
「おがっち&桂三段のミニFM」ではレース
中継や結果は勿論、おふたりのトークが常に会場を和やかなムードにし、飽きのこない趣
向となっていました。
「あっぱれくん」や「吉田くん」などゆるキャラも会場を盛り上げて
くれました。
肝心のレース結果は下記のとおりです。当日は両日とも雨天でのレースとなり 1 時間以
上スケジュールが遅れるなど問題もありましたが、それぞれのレースでは部員一人ひとり
が力を出し切り満足感と心地よい疲労感で大会を終えることができました。
その後の懇親会でも、部員及び参加者の皆様でお食事を取りながらDVD鑑賞で大会の
反省や来年への課題を語り合い、大変有意義な時間を過ごさせて戴きました。
今回、練習から選手を支えてくださいましたレガッタ部の皆様、応援に来てくださった
メンバーの皆様やご家族の皆様に感謝申し上げ「松江市民レガッタ」参加報告とさせて頂
きます。

【 1 日目】
がっしょでいかこい ドネーション

2 ・08・68（ 5 着）→ 2 部敗者復活へ

（コックス池尻、ストローク二宮、サンバン三代、ニバン門脇、バウ永原）

がっしょでいかこい L字の誇り

2 ・14・76（ 5 着）→ 2 部敗者復活へ

（コックス山本、ストローク岸本、サンバン竹中、ニバン有田、バウ松浦）

がっしょでいかこい “We Serve”

1 ・31・41（ 1 着）→ 1 部準決勝へ

（コックス太田、ストローク鷦鷯、サンバン古志野、ニバン平野、バウ渡辺）

がっしょでいかこい “だんだん”

1 ・22・05（ 3 着）→ 2 部敗者復活へ

（コックス太田、ストローク實重、サンバン中村、ニバン和田、バウ柏井）

【 2 日目】
がっしょでいかこい “L字の誇り”

2 ・27・72（ 5 着）→終了

（コックス近藤、ストローク池尻、サンバン竹中、ニバン安達亨、バウ松浦）

がっしょでいかこい “だんだん”

2 ・20・47（ 4 着）→終了

（コックス太田、ストローク實重、サンバン中村、ニバン和田、バウ柏井）

がっしょでいかこい “ドネーション”

2 ・15・81（ 4 着）→終了

（コックス山本、ストローク二宮、サンバン有田、ニバン門脇、バウ永原）

がっしょでいかこい “We Serve”

1 ・20・65（ 4 着）→終了

（コックス近藤、ストローク鷦鷯、サンバン古志野、ニバン平野、バウ渡辺）

※ちなみに男子 1 部決勝優勝タイム

1 ・07・96
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光と愛を

キャビネットだより
CABINET NEWS

ドイツ・ハンブルク国際大会紀行
【開催日】平成25年7月5日
（金）
〜9日
（火）

キャビネット幹事

L.大野美雄
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7 月 5 日から 9 日まで、第96回ライオンズクラブ国際大会がドイツ北部、第 2 の都
市ハンブルクで開催されました。L.坂根が晴れてカバナーに就任される目出度い大会
でもあり、応援にL.野口ご夫妻、L.伊瀨ご夫妻、L.竹田ご夫妻、そして私ども夫婦が
同行しました。336-Dの中で 1 クラブから10名の参加は松江LCが一番でした。
旅上手のL.伊瀨ご夫妻を頼りに実に楽しく、思い出に残るドイツ旅行でした。世界
各地から約25,000人のライオンが集結し、それはそれは圧巻でした。私も一度にあん
なに多くの外国人を見たのは初めてでした。インターナショナル・パレード（国別の
行進）、インターナショナル・ショー等スケールがけた違いに大きく、参加はしたも
のの全部外国語で何が何やらチンプンカンプン。L.伊瀨は以前にも国際大会に参加し
ておられますので、何やら怪しげな（?）解説で何となく分かったような、分からない
ような。同じライオンズという思いと、笑顔と、身振り手振りで何とかなりました。
MD336の夕べでは中四国の参加者が一堂に会し、知ったお顔も有り、緊張もせず
楽しく食事、会話が弾みました。最終日に代議員投票、閉会式があり、新国際会長の
演説が長いのなんの、これまた全部外国語で、素晴らしいことを言っておられるであ
ろうけれどもチンプンカンプンでした。
L.伊瀨がビデオ撮影してホテルで夜中に編集し、副幹事のL.渡辺に送り、リアルタ
イムでキャビネットのホームページに載せていただきました。世界で最も早く発信で
きました。
その後はベルリン、ドレスデンに観光旅行しました。ベルリンでは東西に分断され
た辛く悲しい歴史が未だに重くのしかかっており、一部保存されている実際の壁を見
た時は話す言葉も見つかりませんでした。ベルリン郊外のポツダムにも行きました。
会談が行われた宮殿がそのまま残されており、日本の終戦と戦後がここで話し合われ
たのかと思うと、日本人として誠に複雑な気持ちになりました。
ドレスデンの街は先の大戦でほとんどが破壊されましたが、見事に復旧され、中世
の面影が沢山残っていました。
ドイツ北部、お隣のデンマークやポーランドにはほとんど平地で、低い丘程度は
あっても10日間に一度も山を見ることはありませんでした。上空から見ると見渡す限
り森と農地が続いていました。したがってトンネルもなく、地震が皆無の国で、当然
日本のように天井が落ちることもなく、山崩れなど起きようもありません。
又この時期、季節は夏で気候は気温23度程度、湿度が低く実に快適で、夜の10時頃
でも日本の 6 時頃のような明るさで、人々はオープンカフェのような戸外の大きな傘
の下で遅くまで食事をしたり、語らっていました。聞いてはいましたが本当に水より
ビールが安く、ポテト、ソーセージ、チキン、固いかたいパン、ビールと異国の食文
化に堪能しました。ウォッシュレットが無く、久し振りに10日も紙を使い少しヒリヒ
リでした。全てにおいて日本のようなきめ細やかなサービスや配慮、慎み深さは無く、
ヘルンが松江に来てすぐに小泉セツと結婚したのも分かるような気がしました。
13日の朝帰国し、関空からの帰り道は山谷の連続で湿度も極めて高くドイツとずい
分違いますが、やはり日本に生まれて良かったなー、日本人で良かったなーと実感し
ました。
来年はカナダのトロントで開催されます。是非参加してみて下さい。

未来を信じ 行動で We Serve‼

インターナショナル・パレード

MD336の夕べ

ベルリンの壁

ポツダム会談が行われた宮殿

開会式

ハンブルク市庁舎前広場

ドレスデンの街並

MATSUE LIONS CLUB

7

光と愛を

YCE来日生受入れ
○受入期間／平成25年7月17日
（水）
〜21日
（日）

7 月17日から始まったYCE受入れ。林尹安さんの約 3 週間という長期滞在の始まりは、
環境・社会奉仕委員会

西尾清文

L.

日本の子供達との触れ合いからと考えました。
小学校での異文化交流、幼児ボランティア、地区子供会活動等々。尹安さんは、抜群に
気廻しの出来る少女でした。そんな彼女でしたから、行く先々で多くの子供達に囲まれ、
言葉が通じなくとも、ほのぼのとした空気がありました。
小学校での休憩時間のこと。彼女は、 6 年生教室で十数人の生徒に囲まれて折鶴の折り
方を習っていました。やがて一人の生徒が、完成した鶴を彼女に手渡したのをきっかけに、
我も我もと次々に鶴を手渡す子供達。そうして彼女が、両手を鶴でいっぱいにした時の少
女のような笑顔はとても印象的でした。
彼女と西尾家との唯一の言語は英語。想像
される通り、会話はスムーズに進むはずはな
いのですが、私達にとってそんなことは大し
た問題ではありませんでした。逆にそのやり
取りや問答が笑いを生んだりしまして。子供
達にも学校では習わない良い経験になったと
確信しています。
このような有意義な時間と御縁を下さった
YCE関係の方々と松江LCメンバーの皆様方
に、心よりの感謝と御礼を申し上げます。

YCE来日生受入れ
○受入期間／平成25年7月22日
（月）
〜26日
（金）

7 月22日から26日まで、YCEホームスティの受入をさせていただきました。今回は、
計画・PR委員会

原田瑞樹

L.

台湾からきたリンちゃんというとても可愛らしい16歳のお嬢さんです。我家にとっては、
イタリア、フィンランド、マレーシア、アメリカ、韓国、台湾の、 6 カ国 7 人目のホーム
スティ受入となりました。期間中は、永原幹事、岩本ご夫妻には大変お世話になりありが
とうございました。最初のホストファミリーでありますL.西尾におかれましては、急遽、
山口でのキャンプが中止となり再登板となりましたこと、大変お疲れ様でした。そして、
こ れ も ま た 急 遽、 国 際・
教育委員長を受けられま
したL.中尾には、早速に大
きなアクティビティを無
事に終えられましたこと、
心からご慰労申し上げま
す。本当にお疲れ様でし
た。リンちゃんがここ松
江での想い出をいつまで
も忘れず、これから更に
素敵な大人へと成長され
ますことを心から祈念い
たします。
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ド

ネ

第1371回例会 7 月第 1 例会（出席率83.56％）
L.後藤

勇 本日より第58代会長を務めさせて

ー

シ

ョ

L.森山正雄 純例会100％出席賞をいただきまし

ン

便

り

L.西尾清文 本年度も1 年間宜しくお願いします。

た。ありがとうございます。後藤会長の新体制

L.池尻

のスタートを祝して。

L.山﨑秀幸 後藤会長はじめ役員の皆様、 1

悟 新スタッフの皆様の門出を祝して。

いただきます。浅学非才でございますが宜しく

L.石田博義 後藤勇会長、永原秀治幹事、佐

お願いいたします。純例会100％賞ありがとうご

藤茂会計、瀬﨑剛Lテーマー、松浦祐一Tツ

ざいました。

イスター。今年一年宜しくお願いいたします。

我、環境・社会奉仕委員会もスタートにあたり、

2012年度純例会100％出席賞いただきました。

よい一年に成るよう、頑張りたいと思います。

L.永原秀治 いよいよ幹事としての 1 年が始まり
ました。後藤会長を盛り立てるべく頑張りたい
と思います。皆様のお力添えを宜しくお願い致

茂 今年度会計をつとめさせていただき

ます。宜しくお願い致します。
L.瀬﨑

剛 Lテーマーを仰せつかりました。瀬

﨑です。一年間、宜しくお願いします。
L.松浦祐一 テールツイスターをさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
L.竹内房雄

7 月誕生月の皆様おめでとうござい

ます。
新役員の皆様のご活躍を祈念いたします。
L.渡辺

学 純例会100％出席賞をいただき、あ

りがとうございました。
L.竹中政広 後 藤 会 長はじめスタッフの皆 様、
各委員会の委員長の皆様一年間大変だと思い
ますが、皆で盛り上がるように協力していきます。
L.野坂正史 100％出 席 賞おめでとうございま
す。私の果たせぬ夢です。
L.田中信行 後藤会長はじめ新スタッフの方々の
門出を祝って。純例会100％出席賞を頂き有難
うございます。
L.小林

悟 後藤新会長のもと、スタッフの皆様

のこの 1 年間の活躍をお祈りいたします。
L.塔村正樹 新たなスタート台に立たれた新役
員の方々のご活躍を祈ります。誕生日をむかえ
られた会員の皆様おめでとうございます。感謝。
L.佐々木幸美

泰 後 藤 会 長はじめ新スタッフの方、

一年間頑張って下さい。私も計画委員長とし

します。
L.佐藤

ありがとうございます。
L.門脇

純例会100％出席賞をいただきま

した。病に倒れることもなく無事に 1 年間過ご
せたことに感謝致します。本年度もがんばって
出席したいと思います。

て強力にアシストさせていただきます。宜しくお
願い致します。
L.安達盛二 後藤会長、永原幹事、五役の皆
様方には、いろいろと準備を重ねられ、本日は

のご活躍をお祈り申し上げます。

年間よろしくお願いします。
L.山﨑敏弘 純例会100％出席賞を頂きありがと
うございます。
L.有田 律 純例会100％出席賞をいただきあり
がとうございました。後藤丸の船出を祝し。
L.野津祐一 後藤会長の船出を祝って。

ご活躍をお祈りいたします。
L.平野洋一 2013年松江ライオンズクラブ会長、
役員の皆様方のご活躍に期待をして。

L.藤井祥一 後藤会長の船出、期待しておりま

学 後藤丸の船出を祝し !!

ます。昨年の純例会100％出席受賞者の皆様

す。100％出席賞、誕生祝の皆様おめでとうご

方には、一年間ご協力誠にありがとうございま

ざいます。

した。今年度もどうぞよろしくお願い致します。

L.柏井一博 後藤会長をはじめ役員の皆様のご

L.井谷耕造 後藤会長及びスタッフの御活躍を

活躍を心よりお祈り申し上げます。一年間どう

お祈りします。会員の増強と出席率の向上に
御協力をお願いします。
L.古志野功 いよいよ第58代会長、五八さんこ
と後藤会長の誕生です。五役の皆様のこの一
年間のご活躍を心よりお祈りいたします。純例
会100％出席賞ありがとうございました。
L.原田瑞樹 後藤会長、永原幹事、佐藤会計、
瀬﨑LT、松浦TT、大変だとは思いますが、
一年間全力でガンバッテください！
L.三代

操 各委員長の皆様一年間よろしくお

願いします。
L.岡田浩史 後藤会長のもと若さあふれるスタッ
フの方のご活躍を期待いたしております。
L.藤原茂紀 猛 暑 の 夏、 後 藤 会 長 の 超 寒 い
ジョーク、大変楽しみにしています。
L.足立

守 後藤会長のスタート心よりおめでと

うございます。

さんのご参加をいただきました。ありがとうござ

L.和田淳一 後藤会長はじめスタッフの皆様一

協力をよろしくお願い致します。
L.近藤晶美 後藤会長をはじめスタッフの皆様の

L.渡辺

L.山本勝己 第63回社会を明るくする運動にたく

誠 後藤会長はじめスタッフの皆様方

を務めさせて頂くことになりました。ご指導・ご

いよいよの例会スタート、誠におめでとうござい

年間よろしくお願いいたします。委員長の皆様
方のご活躍をお祈り申し上げます。

L.竹田 彰 今年度環境・社会奉仕副委員長

ます。一年間のご活躍に心よりご期待申し上げ

L.木村泰明 後藤会長はじめスタッフの皆様一

L.中村

年間宜しくお願い致します。
L.高橋直輝 いよいよ新体制でのスタートです。

います。
L.富田秀則 後藤新会長、永原新幹事をはじ
め新スタッフの皆様一年間よろしくお願いいたし
ます。
L.實重正樹 後藤勇会長、並びにスタッフの皆
様、本年度一年間よろしくお願い致します。楽
しい例会♪期待しております。
L.森田義明 本年度新役員の皆様方、ごくろう

ぞよろしくお願い致します。
L.安達

亨 後藤会長の船出を祝して……。一

年間、宜しくお願い致します。
L.太田裕子 後藤会長はじめスタッフの皆様、こ
の 1 年、何卒宜しくお願い致します。
L.竹内祐子 誕生日お祝を頂きましてありがとうご
ざいます。お先に失礼致しまして申し訳ありま
せん。
L.佐々木幸美

誕生祝をいただきました。11日で

46歳になります。ライオンズに入会させていた
だいて早いもので 5 回目の誕生日になりました。
ありがとうございました。
L.坪内浩一 誕生祝ありがとうございました。
L.原田瑞樹 誕生祝をいただきました。ありがと
うございました。
L.永原秀治 誕生祝を頂き、ありがとうございま
した。追伸、竹内祐子さん、西本さん、太田
さんと同い年です。

第1372回例会 7 月第 2 例会（出席率80.82％）
L.後藤

勇 地区役員の皆様のご健闘を祈念

致します。原田 1 R・RC、森山 1 R 2 Z・ZC
のご活躍をお祈り致します。
1 R・RC 原田瑞樹 1 R・リジョン幹事 渡辺 学
本日は 1 R・RCとして、渡辺幹事と共に、伝
統と歴史のある松江LCの例会にお邪魔できま

様でございます。ご指導よろしくお願いいたし

したこと、とても嬉しく光栄に存じます。また、

ます。

貴重な例会の時間を割いていただきましたこ

MATSUE LIONS CLUB
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光と愛を

と、心から感謝申し上げます。この一年は、

L.近藤晶美 チョコ、ありがとうございます。

坂根ガバナーの基本方針の実現に向け精進す

L.鷦鷯

願い致します。チョコありがとうございました。

てそれぞれのクラブが更に飛躍されますことを

L.竹内祐子 おみやげのチョコを頂きましてありが

心から願うところであります。大変お世話になり
ますが、一年間何卒よろしくお願い申し上げ

とうございます。
L.竹田 彰 336-D地区キャビネット役員の皆様
のこの一年のご健康、ご活躍を祈念致します。

ます。
松江湖城LC認証50周年記念大会・大会委員長

L.竹中政広 坂根336-D地区ガバナー、大野キャ

坪内幹雄 会長 宮脇和秀 貴重な例会に参加

ビネット幹事、そしてスタッフの皆様、これから

させて頂きありがとうございます。松江湖城LC

一年間今まで以上に大変だと思いますが、全

は認証50周年を迎え、記念大会を来年 5 月11

力で協力させていただきます。

日に開催いたします。多数の会員の皆様のご

L.田中信行 坂根勝ガバナーのドイツからのチョ
コレートのおみやげ有難うございます。

臨席をお待ちしています。

ざいました。
L.古志野功 坂根キャビネットの一員として、任
命書をいただきました。責任の重さを痛感しな
がら、この一年いっしょうけんめい副幹事として
務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
L.佐々木幸美

坂根ガバナーよりハンブルクのお

土産を頂きました。ありがとうございます。2012
年度決算承認ありがとうございました。
L.持田幸治 キャビネット役員の皆様、本年度の
運営が成功いたしますことを祈念して。純例会
100％賞をいただき、ありがとうございました。

本日は例会に参

L.永江文枝 ガバナー就任おめでとうございま

L.森山正雄 坂根336-D地区ガバナーの就任を

加させて頂きありがとう御座いました。 5 月11日

す。ドイツ御苦労様でした。おみやげありがと

祝して。おみやげのチョコレートもいただきあり

松江湖城LC会長 宮脇和秀

の松江湖城LC50周年を何卒宜しく御願い致し

うございました。
L.二宮俊雄 ビジターの皆様に感謝して。古志

ます。
336-D地区ガバナー 坂根

勝

ハンブルク国

際大会の最終日にガバナーに就任致しました。
一年間宜しく御願い致します。
キャビネット幹事 大野美雄 キャビネット幹事に
就任致しました。皆様の御力添、何卒宜しく

野前会計おつかれ様でした。坂根ガバナー、
チョコレートありがとうございます。
L.野津祐一 ドイツのお土産ありがとうございま
した。

りました。皆様方の御協力、御支援、御願い

致します。
L.藤井祥一 キャビネットの皆様の今年度のご活
躍をお祈り致しております。チョコレートのお土

申し上げます。
年次大会委員長 藤原茂紀

年次大会委員長

を仰せつかりました。来年 4 月19日・20日両日、
よろしくお願いします。

産ありがとうございました。
L.藤原茂紀 毎朝家を出る時、昼食代込みとして
1000円を女房より貰いますが、例会のある日は食

1 R 2 Z・ZC 森山浩吉

本日はクラブ例会に

事が出ることを女房は知っていますので1000円

出席させて頂き、誠にありがとうございました。

貰えません。
ドネーションをする為に昨日の昼食代

どうぞ本年の 1 R・ 2 Zの活動方針及び活動

を節約しています。特別に意味はありません。

内容に格段のご理解とご協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。最後に、貴クラブの今
後益々のご発展、ご活躍を祈念致します。
1 R・リジョン幹事 渡辺

学

今年度、キャビネッ

ト副幹事、そして 1 R・リジョン幹事を拝命致し

L.松浦祐一 本日はビジターの皆様ようこそおい
で下さいました。坂根ガバナー、お土産ありが
とうございました。
L.三代

がとうございます。
L.木村泰明 坂根地区ガバナーはじめ、
キャビネッ
ト役員の皆様方、体調に留意されまして一年
間がんばっていただきますようにお願いします。
おみやげをいただきありがとうございました。
L.塔村正樹 今期キャビネットの各役員の方々の

L.原田瑞樹 リジョン幹事渡辺学さん、大変お
世話になりますが、一年間、何卒宜しくお願い

御願い申し上げます。
キャビネット会計 野口泰男 大役、本番の年とな

操 ビジターの方々に感謝。チョコレー

トありがとうございました。

活躍を祈ります。年次大会の各役員の方々の
活躍を祈ります。
L.竹内房雄 ラペルピン任命書伝達を受けられ
た方おめでとうございます。皆様のご活躍をご
祈念し申し上げます。
L.広瀬

徹 坂根ガバナーの御活躍と御健勝を

心よりお祈り申し上げます。おみやげ、ありがと
うございます。
L.富田秀則 坂根地区ガバナー就任おめでとう
ございます。おみやげありがとうございます。
L.大野美雄 ハンブルク国際出席の為 7 月度第
1 例会を欠席致しました。純例会100％賞あり
がとうございました。
L.安達盛二 昨年度の決算の承認をいただき有
難うございました。ビジター各位には本日はよう
こそ例会にお出掛けいただき有難うございまし

ました。一年間よろしくお願いします。キャビネッ

L.三原良樹 前回の例会を欠席し、大変失礼致

た。キャビネットの皆様には本日いよいよ任命書

トのホームページを製作しました。伊瀨さんの

しました。国際教育の副委員長として今年一

の伝達、誠におめでとうございます。どうぞ一

国際大会のビデオレポートがありますので、皆

年頑張りますので宜しくお願い致します。

様是非ご覧下さい。
L.井谷耕造 ビジターが沢山で進行が大変でし
たでしょう。ドイツ土産のチョコレートありがとうご
ざいました。
L.岩本

徹 松江市民レガッタでの活躍を期待

しています。
L.太田裕子 ハンブルク国際大会のお土産あり
がとうございました。
L.門脇

泰 キャビネット幹事大野様はじめ地区

役員の皆様、本年度はお世話になります。宜
しくお願い致します。
L.河原守孝 ドイツおみやげありがとうござい
ます。
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治 地区役員の皆様一年間よろしくお

ると共に、 1 Rが今まで以上に活性化し、そし

いました。坂根ガバナーおみやげありがとうご
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L.山本勝己 坂根ガバナーはじめキャビネット役

年間、ご健康でご活躍下さい。
L.中尾禎仁 今期のキックオフにあたる当日第 1

員の皆様、これからの一年間の御活躍をお祈

例会を欠席しまして大変申し訳ございませんで

りいたします。

した。ラペルピン・任命されました皆様おめでと

L.吉金

隆 2012年度決算、
2013年度予算夫々

承認されました。安達直前、ご苦労様でした。

うございます。
L.寺﨑美穂 誕生祝ありがとうございました。坂

後藤会長宜しくお願いします。坂根ガバナーお

根様お土産頂きました。ご活躍をお祈り致し

土産ありがとうございました。

ます。

L.和田淳一 坂根勝様はじめ地区役員の皆様
就任おめでとうございます。
L.永原秀治 地区役員の皆様のご健闘を祈念
致しまして。坂根ガバナー、ハンブルクのお土
産ありがとうございました。
L.佐藤

茂 ビジターの皆様ようこそおいで下さ

L.曳野敏彦 純例会100％賞ありがとうございま
す。地区役員の皆さん、お役目大変でしょうが
よろしくお願いします。
L.竹田宏一 後藤会長と永原幹事の新たな出発
を祝しまして。そして第一副会長としても皆様
宜しくお願い致します。

未来を信じ 行動で We Serve‼

有限会社アーク工業所

快適環境を創造する
サンベ電気にお任せください

http://www.arc-industry.jp
（L.安達

亨）

鉄、ステンレス、アルミニウムで
欲しいモノを形にします！
（板金・溶接・製缶
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各種加工）

松江市東出雲町春日３２３‑５
TEL（0852）52‑4269
FAX（0852）52‑3395

（Ｌ．
實重正樹）

不 動 産・会 社 の 登 記
相 続 遺 言・成 年 後 見
簡易裁判所訴訟代理

中村司法書士事務所
司法書士

（L.中村

誠）
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中

村
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〒699 0202
島根県松江市玉湯町湯町1991 1
TEL 0852 62 9561
FAX 0852 62 9562
E mail cbj40500＠pop02．
odn．
ne．
jp

ҢҽҋѼ҉!

᫂ࡿ࠸ᮍ᮶⩧ࡃ

ᰴᘧ♫ࠉ࢚ࣝࣇ࢛࣮ࢫ

!
ݙจйွНмాިѤ٬ЩѐЫ̂ ș
ᾛᾟỾἋᴾ ἱἻἽỸỻὊἑὊᴾ ͤࡍԼᴾ
ᴾ

（Ｌ．
広瀬

徹）

൶ࠊிஔଐထᾈᾇὼᾁᴾ
ᾣᾔᾛᴾ ᵎᵖᵓᵐᵋᵐᵒᵋᵑᵓᵏᵒᴾ
ᵤᵟᵶᴾ ᵎᵖᵓᵐᵋᵐᵒᵋᵑᵓᵔᵒᴾ

㏻ㄏᑟ㆙ഛࠊ࣋ࣥࢺ㆙ഛࡢࡇ࡞ࡽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᡃࡀ♫࠾௵ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
【松江本社】 松江市灘町126
TEL 0852‑67‑1960
FAX 0852‑67‑1980

（L.三原良樹）

【出雲支社】 出雲市天神町853‑8
TEL 0853‑27‑9960
FAX 0853‑27‑9980
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表紙の写真 「橋のある風景 2」

東京橋
「京橋」からカラコロ広場を過ぎると「東京橋」がある。
「とうきょうばし」と読んでしまいそうな名前でもある。
大橋から橋北を繋ぐ主要道にかかる橋で、車の通行も多い
ためか扇形で一風変わったユニークな形をしている。
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