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未来を信じ 行動で  We Serve‼

永 年 功 労 者

会長
L.後藤　勇

環境・社会奉仕委員会
L.山﨑敏弘

この度、松江LC第1384回例会において29年の永年功労者表彰をいただきました。心
から感謝申しあげます。
私は28期（1983～1984）1984年 2 月に山本功会長の時に入会させていただきました。

当時の会員数は130名、会場は松江商工会議所 2 Fホール。例会は常に厳粛に行われて
いました。会員はマナーも良く品格の高い方々ばかりで、これは場違いなところに迷い
込んでしまったと後悔していましたが、諸先輩や同期に支えられ、今までドロップする
ことなく今日を迎えることが出来ました。振り返ってみますと、入会の年の出来事は「グ
リコ、森永事件」江崎グリコ社長の誘拐、森永製の菓子に青酸。「三浦和義、妻殺害ロ
ス疑惑事件」疑惑の銃弾。「ロサンゼルスオリンピック」の開催。一方、地元では「斐川
町荒神谷で銅鐸と銅剣358本発見」出雲の国、荒神谷が発信する古代史ロマンとなりま
した。悲喜こもごもの一年でした。あれから29年松江LCでは坂根ガバナーが誕生の年
となり、私も会長に就任いたしました。 4月には坂根ガバナーのフィナーレを飾る第60
回336-D地区年次大会が松江LC主導で行われます。地区の名門クラブとして、誇れる大
会になりますよう、微力ながら協力したいと思います。会長の任期もあと 5ヵ月になり
ました。変わらぬご支援をいただきますようお願い申し上げまして、御礼の挨拶といた
します。

永年功労者表彰を頂きありがとうございました。浦島太郎ではないですが、皆様と親
しくさせて頂いているうちに年月が過ぎ、気がつけば28年10ヵ月になっていました。
この間にクラブの方々と業種を超えて親交を結ぶことが出来ました。
これも偏にLCに在籍させて頂いたお蔭です。
今後もお付き合いの程、宜しくお願いします。

永年功労者表彰を頂いて

永年功労者表彰を頂いて

【44年】L.坪内孝満
【41年】L.山本　功
【35年】L.横山統晨
【34年】L.藤原茂紀
【33年】L.坂根　勝
【31年】L.野口泰男
【29年】L.後藤　勇・L.林　　悟

【28年】L.山﨑敏弘
【27年】L.井谷耕造
【26年】L.澤田暉夫・L.田中信行・L.大野美雄
【25年】L.谷田英人
【24年】L.曳野敏彦・L.錦織　澄
【23年】L.土江誠蔵・L.高橋顕一
【20年】L.天野宏昌
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光と愛を

会員・財務委員長
L.井谷耕造

視聴覚・保健委員会
L.曳野敏彦

計画・PR委員会
L.高橋顕一

ライオンズ創立者報恩の月に、永年功労者表彰を頂き真にありがとうございました。

振り返ってみるとあっという間の27年間でした。松江葵LCのエクステンションの前

年に十数名の同期入会でしたが、松江葵LCに転籍されたり、退会されたり、亡くなら

れたりでたった一人残りました。

永きに渡り先輩ライオンのご指導を頂き、LC以外のことでも沢山の社会勉強をさせ

て頂きました。年齢を超えて、地域との関係、同業他社との関係、顧客との関係とは異

なるある意味同じ土俵の上で、本音の付き合いを頂きましたことは私にとりまして最高

の財産となりました。

今後何年間在籍できるか分かりませんが、息子のような年代の会員とお付き合いがで

きる場は少なくなりましたので、もう一度若返って楽しいライオンズライフをと願って

おります。

いつのまにか入会以来24年が過ぎました。1989年10月矢田清治さんのスポンサーで入

会させていただき今日に至りました。当時自分の親のような大先輩方が数多くおられ、

緊張の連続でした。冷や汗もずいぶんかきました。

20数年来このクラブをみてきて時代とともに変わってきたなと思います。当時の先輩

方がやめていかれ、寂しい思いです。しかし最近は若い人が入れ替わるように入ってき

て、この若い人たちがこれからのこのクラブをやっていくのだと思うようになりました。

伝統あるこのクラブがその言葉通りにやっていってほしいものです。松江LCが時代

とともに変わっていくのは世の常とは思いますが、変わってはいけないものもあります。

クラブが変質するような流れには気を付けておかねばならないと思います。 5年10年先

もやりがいのあるクラブになってほしいものです。今の数少ない先輩方がクラブのため

にもっとものを言ったらどうでしょうか。

現ガバナー L.坂根勝のSPにより入会して23年の在籍ということで花束をいただき誠

にありがとうございました。

23年の歳月は非常に短く感じている昨今ですが、ライオンズの原点は奉仕ということ

は十分承知しているものの、何らこれといったクラブに貢献したことはなくただ23年が

過ぎたとしか思えません。

思えば若い頃は、年次大会には山口方面へ、また国際大会には大阪へと参加いたしま

した。この 4月には松江市において、地区年次大会が坂根ガバナーのもとで開催されま

すので、いくらかでもお役に立てばと、そしてその成功を祈っています。会員増強の話

を聞く毎に坂根さんの手前、もう年だから……と、なかなか口に出せないまま例会に出

席するよう心がけている今日この頃であります。

永年功労者表彰を受賞して

永年功労者表彰を受けて

永年功労者表彰をいただいて

4　　 MATSUE LIONS CLUB



未来を信じ 行動で  We Serve‼

国
際
・
教
育
委
員
会

L.
赤
名
健
司

入会間もない私ですので、松江 3クラブ新年合同例会はもちろん初めての経験でした。

暮れの28日に続いて今期 2回目の荒天で、ひとり雪靴参加でL.近藤にからかわれながらも

楽しいひとときでした。

例会も金屋子神社宮司による清祓、後藤会長の心温まる（気持ち安らぐ）挨拶、幹事報

告では今年は年次大会とか大きな行事があるようで出来る限りの協力はしたいと思います。

続いての新年賀会は、松江ウインドアンサンブルの素晴らしい演奏でスタートし、この

ような形での新年会は初めての経験で感動いたしました。懇親会に入って松江湖城LC、

松江葵LCにも顔見知りの方が多く出席しておられ、皆さんにお会い出来たことにより、

初めての新年合同例会がどんなものかと緊張して出席したのですがそんな心配は無用でし

た。楽しい時間は倍速で過ぎるもので、あっという間の 2時間でした。このような合同例

会にも積極的に参加していきたいとの思いを後に市内に繰り出し、気が付けば丑三つ時、

慌てて帰路に着きました。

“皆さんとの有意義なひとときに感謝”

新年合同例会に参加して
○実施日／平成26年1月9日（木）　○場所／ホテル一畑
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光と愛を

大会副委員長　L.井谷耕造

早いもので第60回年次大会まで残すところ 3ヵ月足らずになりました。松江 3クラブがホストとい
うことになっておりますが、何といってもガバナーを輩出しております松江クラブが実質主体となら
なければなりません。
先頃の例会で局長の方からざっとした説明があったと存じますが、一人一役ではなく二役も三役も

とお願いすることになると思います。今後、局毎に作業を再点検するとともに、時間帯を念頭に置い
たクラブ会員の効果的な配置が必要となります。
まず、19日の代議員会、代議員総会に続き年次大会の『華』、前夜祭が開催されます。午前中には

その準備を完了するとともに、翌日の式典に向けての準備も並行して行います。委員会毎にそれぞれ
の役目を理解しお互いに協力し合って大会を成功させなければなりません。
例えば、第 1局（総務・登録・来賓）では、山﨑局長、錦織副局長のもと会員・財務委員会が配置

されておりますが、他の局長、副局長等と兼務になっておりますので実質動ける委員は 5人になりま
す。これでは到底300人を超す代議員、来賓の受付、案内ができませんので、各局長の指示に従って
臨機応変速やかな任務の遂行をお願いします。
このような事情で、全会員19日は午前 9時から前夜祭までまる 1日お出かけ願わなければなりませ

んし、20日の式典も午前中までは予定を開けて頂きたいと願います 。連休前の各々予定もありましょ
うが、30年数年ぶりの松江クラブ最大のイベントとご認識頂きたいと存じます。
何分ほとんどの会員が初めてのことに対応することになりますが、松江クラブに恥じない年次大会

にしたいと思います。
以上当方の思いばかりを申し上げ誠に恐縮ではありますが、何分とも協力の方よろしくお願い申し

上げます。

第60回年次大会運営組織について

大 会 運 営 局 分 担 表

ライオンズクラブ国際協会336-D地区

分担項目 担　　当
ク ラ ブ 松江LC担当委員会 局　　長 副 局 長 副 局 長 担　　当

ク ラ ブ 副 局 長 担　　当
ク ラ ブ 副 局 長

第 1局
庶務・登録・来賓 松　　江 会員・財務委員会 山﨑　敏弘 錦織　　澄 松江湖城 太田　敦久
広報・PR・大会誌 松　　江 渡辺　　学 森山　正雄 松 江 葵 田川　欽一

第 2局 式典 松　　江 計画・PR委員会 古志野　功 門脇　　泰 松江湖城 牧野　正剛 松 江 葵 渡辺　順一

第 3局
晩餐会 松江湖城 三成　浩巳 蒼座　　誠 槇原　正義 松　　江 竹田　宏一 松 江 葵 寺本ケイ子
アトラクション 松　　江 国際・教育委員会 足立　　守 坪内　浩一

第 4局 会場設営 松 江 葵 大木　寿之 藤原　良記 松　　江 伊瀨　宣夫 松江湖城 柏井　　光
第 5局 代議員会 松　　江 視聴覚・保健委員会 安達　盛二 永原　秀治 松江湖城 本間　梅吉 松 江 葵 田中富士夫
第 6局 宿泊 松江湖城 福富　茂人 川内　孝治 福田　栄吉 松　　江 二宮　俊雄

第 7曲 お茶席・土産・配布 松　　江 環境・社会委員会・
会計・LT・TT 原田　瑞樹 永江　文枝 松 江 葵 長屋　憲幸

第 8局 ゴルフ 松 江 葵 中尾　大介 石飛　和宏

第 9局
協賛出店 松 江 葵 坂本　俊雄 下岡　博司 松　　江 鷦鷯　　治 松江湖城 青戸　康宏
救護 松江湖城 木村　陽子 金田　春子 堰　　三恵 松 江 葵 杉原　千歳

第10局 交通・駐車場 松 江 葵 野津　弘善 吉岡　照雄
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

今期も後半に入り、スタッフ一同若干心に余裕が芽生えて来ましたが、キャビネッ

トは相変わらず日々の事務処理に追われています。次期のキャビネットも開局されたよ

うですし、今頃は萩のスタッフもさぞや大変だろうと昨年の今頃を思い出しています。

年次大会の準備が藤原大会委員長を中心に本格化しています。1,600人弱の予備登

録がありました。各局長さんに鋭意取り組んでいただいておりますが、シンプル且つ

スマートに、さすがに松江と言っていただけるような大会にしてほしいものです。

松江LCは家族会員に極めて積極的に取り組んでいただき、キャビネットとして大

変感謝しております。 2月16日の第 3回キャビネット会議では、松江LCの取り組み

の結果が数字として提示出来ますので、率先垂範、他のクラブにもきっと大きなイン

パクトがあるものと思います。今年 6月30日までに倍増せよとの国際協会の指示です

が、実現には大きな困難を伴うものと思います。地区内96クラブにアンケートを実施

していますので、結果を出来るだけ早い時点で公表致します。

坂根ガバナーが年度当初から提唱していましたクラブ支部につきましても、原田

瑞樹RCがR内クラブに積極的に結成を呼び掛けていただいております。松江LCの支

部結成に大いに期待をしています。

第23回世界スカウトジャンボリーの協賛にもご協力をいただき、本当に有難うござ

います。松江LCは一括納入して頂きました。しかも、日本全国でNo.1、真っ先の志

納でした。ボーイスカウト日本連盟も甚く感激せられ、高位の方から直接お礼の電話

が松江LCにあったそうです。坂根ガバナー面目躍如でした。

このようにキャビネットが順調に運営できますのも、松江LCの全面的なご協力あ

ればこそのことであり、衷心よりお礼申し上げます。スタッフ一同燃え尽きる覚悟で

後半も頑張ります。何卒お力添え下さいますようお願い申し上げます。

キャビネット幹事
L.大野美雄

キャビネット近況

キャビネットだより
CABINET NEWS
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光と愛を

ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1383回例会 1月第 1例会（出席率72.60％）

L.近藤晶美 門脇委員長をはじめ、計画・
PR委員会の皆様、楽しい新年会をありが
とうございます。2014年、第一回目のドネー
ションは「松浦TT後半戦もがんばれ !」
の気持ちも込めて「チーム¥2,000－」に入
れていただきます。
L.足立　守・L.竹内房雄　歳男無事伺える
ことができました。ありがとうございました。
L.大野美雄 あけましておめでとうございま
す。後半もキャビネットに御力添え何卒宜
しく御願い申し上げます。
L.坂根　勝 謹んで新年のお慶びを申し上
げます。旧年中は大変お世話になりありが
とうございました。本年も変わりませず、よ
ろしくお願いいたします。
L.原田瑞樹 新年、明けましておめでとうご
ざいます。松江LC、坂根キャビネットにと
りまして素晴らしい一年となりますことを祈
念いたします。
L.野口泰男 新年明けましておめでとうござ
います。多数の方 よ々り年賀状を頂き、心
より御礼申し上げ皆様方の御多幸を御祈
り申し上げます。

第1384回例会 1月第 2例会（出席率63.01％）

L.永原秀治 松江LC永年功労者の皆様、
長い間、本当にご苦労様です。今後もお
元気で出来る限り長く在籍されることをご
祈念致します。
L.佐藤　茂 永年功労者の皆様おめでとう
ございます。今後も御指導お願い致します。
L.松浦祐一 永年功労者にて花束を受けら
れた皆様、お誕生月の皆様おめでとうご
ざいます。
L.二宮俊雄 永年功労の皆様おめでとうご
ざいます。今後もご指導宜しくお願いし
ます。
L.佐々木幸美　永年功労者の皆様、文字
通り永きにわたっての活動、お疲れ様でし
た。今後共変わらぬご指導よろしくお願い
致します。
L.渡辺　学 永年功労の皆様を讃えて‼
L.有田　律 永年功労者の皆様、これから
も引き続きご指導をいただきますようお願い
いたします。
L.池尻　悟 永年功労者の皆様に敬意を

表して。
L.赤名健司 永年功労者の皆様ありがとう
ございました。末永く御指導下さいますよ
うよろしくお願い申し上げます。
L.實重正樹 永年功労者の皆様のこれまで
の活動に感謝いたします。今後も引き続き、
ご活躍されますことをお祈り致しており
ます。
L.富田秀則 永年功労者の皆様おめでとう
ございます。今後ともご指導よろしくお願
い致します。 1月生まれの皆様おめでとう
ございます。
L.中村　誠 永年功労者の皆様方に感謝
して。
L.河原守孝 永年功労者の皆様おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
L.塔村正樹 永年功労者の方々、誕生月
の方々おめでとうございます。
L.和田淳一 永年功労者の皆様、感謝申
し上げます。
L.吉金　隆 永年功労者の皆様、お世話
になっております。
L.竹田　彰 ライオンズ創立者報恩の月の
松江LC永年功労者の皆様おめでとうござ
います。今後ともよろしくお願い致します。
L.西尾清文 永年功労者の諸先輩方おめ
でとうございます。おかげ様で只今勉強さ
せて頂いています。
L.柏井一博 永年功労者の皆様、永年の
ライオンズ活動に敬意を表します。今後と
もご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお
願いいたします。
L.鷦鷯　治 永年功労者の皆様おめでとう
ございます。これからもよろしくお願い致し
ます。
L.高橋直輝 永年功労者の皆様、尊敬致
します。私もこの場に長く在籍できることを
目標に致します。誕生月をお迎えの皆様
おめでとうございます。
L.小林　悟 永年功労者の皆様、永年の
会の運営ご苦労様でした。
L.持田幸治 永年功労者の皆様、おめでと
うございます。今後共御指導よろしくお願
いいたします。また、今月誕生日の皆様
おめでとうございます。
L.古志野功 永年功労の皆様のご功績に
心より敬意を表しますと共に、今後ともしっ
かりと御指導いただきますようよろしくお願

いいたします。
L.門脇　泰 永年功労者の皆様おめでとう
ございます。永年のご功労に感謝致し
ます。
L.岩本　徹 永年功労者の皆様のご活躍
に感謝して。お誕生月の皆様おめでとうご
ざいます。
L.平野洋一 永年功労者の皆様、大変御
苦労様です。お世話になります。
L.野坂正史 永年功労者おめでとうござい
ます。年賀状を多数いただき心よりお礼申
し上げます。
L.谷田英人 シールを初めて輸出が出来ま
した。
L.石田博義 松江LC永年功労者の皆様、
長期在籍おめでとうございます。 1月誕
生の皆様、おめでとうございます。 1月12
日に初孫が生れました。おじいさんになっ
てしまいました。
L.井谷耕造 早いもので入会以来27年が
経過致しました。よくもったものです。
L.野口泰男 長期在籍の花束を頂き、感
謝申し上げます。
L.大野美雄 何等為すことなく徒らに廿六年
も経ちました。アワード有難うございました。
L.高橋顕一 永年功労者の故をもって花束
をいただき誠にありがとうございました。も
うすこし出席率がよいといいですね。
L.坪内孝満 本日は久方振りに例会に出席
させていただきました。皆様のお元気なお
顔を拝見いたし、懐かしく嬉しく思います。
また、永年在籍の花束をいただきありがと
うございました。
L.山﨑敏弘 永年功労者の花束ありがとう
ございました。皆様に支えられて今日迄在
籍出来ました。感謝申し上げます。
L.谷田英人 花束ありがとうございます。
L.曳野敏彦 永年功労者の花束ありがとう
ございます。
L.後藤　勇 花束ありがとうございました。
もうすこし頑張って行きますので、宜しくお
願いいたします。
L.三原良樹 永年功労者の皆様、永い間
LCを支えていただきありがとうございまし
た。今後とも宜しくお願い致します。また、
誕生祝ありがとうございました。
L.竹田宏一 誕生祝をいただきありがとうご
ざいました。健康を一番に考えてクラブの
活動も行いたいと思います。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

（L.森山正雄）

松江市東本町２丁目７
　　　　　　大橋川河畔
TEL 21－3341  FAX 24－6232

（L.有田　律）

有限
会社 有 田 商店
畳材料総合卸

代表取締役社長　　有 田 　 律

本社／松江市東茶町30番地
　　　TEL（0852）21-5410
　　　FAX（0852）31-8448
工場／松江市東長江町902-36
　　　TEL（0852）36-5801
　　　FAX（0852）36-5802

代表取締役　竹　内　祐　子

（L.竹内祐子）

〔本社〕
〒691-0001　島根県出雲市平田町1708-1
TEL 0853-63-4802　FAX 0853-63-4803
E-mail : takeuchi@withstaff-s.co.jp
          with-ss@withstaff-s.co.jp
W e b:http://www.withstaff-s.co.jp
〔松江オフィス〕
〒690-0015　島根県松江市上乃木4-7-28
TEL 0852-25-8801

一般労働者派遣事業許可番号  般-32-010010
有料職業紹介業許可番号  般32-ユ-300007

Human Design

代表取締役　持 田 幸 治

本　社　〒690-0044
　　　　松江市浜乃木三丁目３番１２号
　　　　ＴＥＬ ０８５２-２３-２６１１㈹
　　　　ＦＡＸ ０８５２-２７-００９６
　　　　Ｅ-ｍａｉｌ ｉｎｆｏ＠ｋｏｙｏ-ｋｋ．ｊｐ

新築・増築・リフォームのことならおまかせ下さい。
《住宅事業部》

（Ｌ．持田幸治）

総合建設業

オーダーメイドの保険

松江市御手船場町伊勢宮553－6
TEL 0852－59－5571
FAX 0852－23－5567

（L.寺﨑美穂）

MDRT　寺　﨑　美　穂

ジブラルタ生命保険株式会社

松江市殿町111
TEL 0852-23-2331
FAX 0852-23-2715

岩井コスモ証券 松江支店

岩 井 コスモ 証 券 は 、
「 い つも、い つ でも、い つまでも」
お 客 様 に 愛され 、親し み 溢 れ る
証 券 会 社 を目指します！

（Ｌ.加山恵司）

（Ｌ.赤名健司）

松江市富士見町1－45
TEL 0852-37-0955 FAX 0852-37-1911

代表取締役　赤　名　健　司

建築・土木　大小問わず
型枠工事のことならおまかせ下さい!!

（Ｌ.二宮俊雄）

〒690-0061 松江市白潟本町13－4
三井生命ビル7F
TEL 0852-21-5425 FAX 0852-23-0433
http://www.toptour.co.jp/
E-mail :MATSUE2@toptour.co.jp

松江支店

支店長　二　宮　俊　雄
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2月号の会報写真テーマは「京橋」。調べてみると平成8年
に竣工されたようで松江ではまだ新しい橋です。
2月では珍しく風もなく比較的穏やかな夜に撮影でき、松

江の景観の美しさを再発見いたしました。
しかしながら、横のほうから～～～いい匂いが～～～
「山陰松葉ガニ小屋」カラコロ広場 3月9日（日）まで営業
です。 （撮影者 Ｌ.二宮）

表紙の写真　「橋のある風景 8」

京橋
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