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336-D地区第64回年次大会（平成30年4月21日㈯・22日㈰浜田市 石央文化ホール）

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

「家族で育むライオンズクラブ We Serve」
会長テーマ

「感謝と絆で We Serve！」
会長スローガン

「伝統と奉仕とともに 充実した Lions Life」
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会長退任のご挨拶

第62期会長

L.鷦鷯

治

松江LC第62期会長という大役を務めさせていただき、無事に任期を終えることが出来、会
員の皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。
今期は、会長テーマ「感謝と絆でWe Serve ！」、会長スローガン「伝統と奉仕とともに充
実したLions Life」を掲げさせていただきました。
多くの先輩方が残された伝統に感謝し、クラブ会員の絆を大切にし、ライオンズの最も重
要な奉仕を通じてクラブ会員全員で充実したライオンズライフを願ってこの一年を務めて参
りました。
しかしながら、スタートから例会出席率が思わしくない回が続き、また会員の退会も相次
ぎました。
最終的には、家族会員の退会を決断することにもなり、大幅な会員減となってしまいました。
ひとつのクラブの在り方の過渡期となったと思います。これを機に今後より良き方向に進
めるよう期待をしたいと思います。
アクティビティに於きましては、近年継続のバスケット、野球大会等を国際・教育委員会
にて、また社会・奉仕委員会では例年の清掃奉仕に加え災害時の地元ボランティアの育成と
いうはじめての事業を企画いただきました。
また、健康・福祉委員会では例年の献血活動において若年層の献血の推進、献眼推進の強
化そして昨年の 3 事業合同の合唱の集いと事業委員会の皆様には活発に取り組んでいただき
大変感謝しております。
運営委員会に於いては、今期より情報・指導力、財務と改めて単独の委員会となり会員委
員会、MC委員会、計画委員会それぞれの委員長のもと委員の皆様にしっかりと役割を務め
ていただきましたお蔭で一年間乗り越えることが出来、心より感謝申し上げます。
クラブ間交流におきましても、鹿島島根LCの納涼例会、出雲LCのCN例会、宝塚LCの競馬
例会の訪問、広島鯉城LC交歓会、また、周年行事として広島鯉城LC60周年、神戸ホスト
LC65周年、浜田LC60周年と参加させていただき大変勉強になりました。
この一年間テーマ、スローガンのもと充実したLions Lifeを送れたと皆様に感謝を申し上げ、
退任の挨拶とさせていただきます。
一年間本当にありがとうございました。
MATSUE LIONS CLUB
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幹事退任のご挨拶

幹事

L.門脇

泰

一年前の手帖を開くと、 5 月中旬からのスケジュールは仕事関係のことよりLC
のことが優先して大きな目立つ文字で記されていました。次期正副委員長研修会か
ら始まり、準備理事会、次期三役研修会など思い起こすと、その時の情景が直ぐに
目に浮かんできます。 7 月からの新年度へ向け、昼の打合せ夜の心合わせと、数多
くの準備会を開き円滑にスタート出来るよう備えました。スタートを切ると毎月の
例会と理事会を中心にして廻る例会打合せ、スタッフ会。そして各委員会出席と、
一ヶ月の半分の日数は事務局での会議の連続となりました。LCのことをしている
と仕事が気にかかり、仕事をしているとLCのことが気にかかる。といった落ち着
かない毎日の連続でしたが、何とか 1 日のスケジュールの時間配分を替えたり、一
つのことを短時間で終わる等の、正に自分自身のプチ働き方改革で何とか乗り切れ
たように思います。
しかし幹事としての責任が果たせたか、を思うと鷦鷯会長の意向を汲み、それが
クラブ全体に浸透出来たかどうかと思うと、甚だ自信は無く反省する点が多く有る
ように思います。そんな非力な私でしたが、何とか一年間我慢をしながらご指導頂
きました鷦鷯会長はじめ山本会計、8 委員会の各委員長様や理事、地区役員の皆様、
そしてやはり日々一番誰より会話をし、また迷惑をかけた事務局の山根さんへ心よ
り感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。私にとって辛くもあった
一年でしたが、大変貴重な幹事という経験をさせていただき、有意義な一年となっ
たことをクラブ全員の皆様に感謝の言葉を申し上げて幹事退任の挨拶とさせていた
だきます。
皆様一年間本当にお世話になりありがとうございました。

会計退任のご挨拶

会計

L.山本勝己
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入会七年目、何もわからないままにお受けしたクラブ会計の大役でしたが、鷦鷯
会長・門脇幹事・佐々木第一副会長・大野財務委員長をはじめとする財務委員会の
皆様に支えられて、何とか一年を終えることが出来ました。また、事務局の山根さ
んには的外れな質問にも丁寧に答えていただき本当に助かりました。
最初はただの数字の羅列にしか見えなかった収支計算書も、財務委員会と理事会
での会計報告を重ねていくうちに、僅かずつではありますが松江LCのお金の流れ
が理解できるようになりました。大変貴重な勉強をさせていただいた一年間であっ
たと思います。
改めまして、皆様方に心よりの感謝を申し上げ、退任の挨拶とさせていただき
ます。
一年間本当にありがとうございました。

LT退任のご挨拶

ライオンテーマー

L.竹田

彰

今年度ライオンテーマーを務めさせていただきました。
思い起こせば、昨年 2 月中に移植手術を受け、 5 月には復帰予定でテーマーを引
き受けさせていただきました。
ところが、実際手術できたのは 5 月中旬で、復帰も 8 月からと大幅に遅れました。
その間、鷦鷯会長はじめ五役の皆様に多大なご迷惑をおかけしました。
準備期間含め 7 月 2 回の例会のテーマーを代行して頂いた門脇幹事にも、たいへ
んお世話になりました。また、会員の皆様方にもご心配をおかけしました。
実質 8 月からのライオンテーマーとしてスタートし、 8 月第一例会直後緊急入院
もありましたが、何とか 1 年近く続けてこられました。
進行にあたり、たくさんの皆様方のご協力をいただき感謝しております。また、
事務局の山根さんにも例会はじめ、いろいろお世話になりました。
最後に、松江LCに入会して 7 年間で、たいへん貴重な経験をさせていただき、
感謝しております。皆様に心より御礼申し上げ、退任のご挨拶とさせていただき
ます。
ありがとうございました。

TT退任のご挨拶
カードの文字は見えない、時間配分は出来ない、毎回何かしらの失敗をやらかす
etc. ご迷惑をお掛け致しましたこと、お詫び申し上げます。「近藤さん、だいぶ慣
れてきたね」と言って貰えたのが 5 月第一例会のことで……、遅すぎました！
唯一良かったのは、皆様の温かいドネーション。その金額が予算の金額に達した
こと。メンバーの皆様のお気持ちに、心より感謝申し上げます。一年間ありがとう
ございました。
テールツイスター

L.近藤晶美

MATSUE LIONS CLUB
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委 員長 退 任 のご 挨 拶
会員委員長

L.足立

守

会長テーマ「感謝と絆でWe Serve」のもとに会員委員会の皆様、大変お世話になりま
した。
今年度突然の会員委員長を仰せつかり、山𥔎 1 R・RCに地区役員出向のためクラブに
課せられた会員増強も、増強 3 名ということで、やらねばならぬと思いを強くしたもの
ですが、社会、経済を取り巻く状況は著しく、増強も厳しく、また、状況維持にもまま
ならぬ状況に、腹立たしい思いがします。
クラブメンバーの方々には、ご無理な入会依頼をお願いして、誠に申し訳なく思い
ます。
何かしなければと熱き思いで増強にと協力していた会員には、厚く感謝申し上げます。
これからのクラブに必要なのは、
1 会員増強・増やせども、減らさない
2 例会出席・一人一人が思いこめて
鷦鷯会長と門脇幹事には、委員長として協力出来なかったこと、ご迷惑をかけ申し訳
ない思いです。次期の安達委員長は、非常に能力の高い方ですので万全の活躍を期待す
るところです。この一年会員の皆様には、ご協力心より感謝申し上げ退任のご挨拶とさ
せていただきます。

情報・指導力委員長

L.古志野功

この 1 年間情報・指導力委員会の委員長として、クラブ運営に関してまた今後の松江
LCの在り方について、より良い方向性をクラブに取り入れ会員の皆様に役立つクラブ
となるように委員会運営を行ってまいりました。振り返ってみますと会員増強や出席率
の向上などクラブ会員としての資質の向上に十分に寄与できたとは言いがたい状況で
す。一方で、家族会員と支部についてはいろいろ協議を進める中で少し前へ向いて進み
出し、本年度の実績ではないかと思っております。
次年度は初の女性会長として佐々木会長が誕生いたします。坪内次期委員長と共に松
江LCが地区ナンバーワンクラブとして素晴らしい実績を上げられますことを心より期
待して退任の挨拶といたします。

財務委員長

L.大野美雄

委員会メンバーと山根事務局さんのお陰で、何とかお役を果たすことが出来ました。
会員さんからお預かりした貴重な浄財ですので、無駄なく有効に使っていくことは当然
のことですが、執行にあたってあまり細かいことは言わないように心掛けてきました。
会員が減少する中で限られた予算でクラブを運営するのは大変なことですが、三役さ
ん、就中山本会計さんの采配は見事なものでした。
何れ近い将来、総予算1,900万円を割り込むことが予想されます。あまり節約ばかり
が先走ると336-D地区No.1クラブとしての品位を損なうこともあるかも知れません。み
んなで真剣にこの問題を考える必要があるのではないでしょうか。
一年間有難うございました。
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計画委員長

L.竹内房雄

不慣れなまま計画委員長をお受けし、スタッフの皆さんや、計画委員会のメンバーの
方々にも、沢山のご迷惑をお掛けしたこと、又絶大なご協力をいただき、無事任期が終
えられそうになったことに対しまして、本紙面をお借りし、お詫びと感謝を申し上げます。
松江LCに入会し、初めての委員長が計画委員長でありまして、毎月の例会の企画で
あったり、夜例会・懇親会席の盛り上げ等多くの不安を感じつつ進めてまいりましたが、
自分の評価は及第点は取れたかなと思っています。まだ後 2 回例会がありますが、気を
抜かず精一杯やっていきます。 1 年間ありがとうございました。

マーケティング・コミュニケーション（MC）委員長

L.富田秀則

2 年前、現鷦鷯会長からのIT・PR副委員長依頼の電話があり、写真を写すくらいと
考え、気軽に引き受けてしまいました。後で会員名簿・会報・フェイスブックなどいろ
いろあることを知り、少々戸惑っていましたが、今年度委員長になり、有田副委員長を
はじめ委員会メンバー、スタッフの皆様のお陰で無事終えることが出来ました。
この一年で私がライオンズで写した写真は、約2,800枚、フェイスブックでアップし
た回数年間約70回。
例会はもちろん各事業委員会が主体となって実施されたアクティビティなど、改めて
ライオンズクラブの活動意義・大切さを知りました。一年間ありがとうございました。

社会・奉仕委員長

L.経種順治

委員会12名からスタートし、のべ16名のメンバーと関わらせて頂きました。優秀な企
業を日々牽引しておられる皆さんには頼りない委員長だったと確信しておりますが、
日々の苦悩の息抜きと思いお付き合い頂けたと感謝しております。また沢山の外部団体
の方々に協力頂きライオンズクラブらしい事業が行えました。皆様への感謝を胸に怠け
者だった初心に戻らず頑張ろうと思います。この一年本当にありがとうございました。

健康・福祉委員長

L.實重正樹

当委員会の主要な事業と致しまして献血推進活動及び献眼登録推進活動がございます
が、皆様のご協力のおかげで良い結果を残すことができました。そして、「小学生のた
めの合唱の集い」では主幹委員会として事業に関わらせて頂きました。こちらも、多く
の方々に助けて頂きながら小学生やご来場者の皆様に喜んでいただくことができ本当に
嬉しく思っております。皆様一年間ありがとうございました。

国際・教育委員長

L.岩本

徹

国際・教育委員長を仰せつかって、｢あっ？ ｣という間の 1 年間でした。また、「副委
員長を経験してから、委員長を務める。」この意味が理解できた 1 年間でもありました。
国際・教育委員会は、年度当初からアクティビティの「てんこ盛り」状態です。 7 月、
8 月、 9 月は小学校、中学校等外部団体との打ち合わせも多く、毎日がライオンズとい
う感じでした。
先般、ようやくエコキャップ回収活動の報告が出来上がり、アクティビティもラスト
という感じです。
福田副委員長をはじめ委員会メンバーの皆様にはたいへんお世話になり、ありがとう
ございました。また、アクティビティにご協力を頂いた皆様にも感謝いたします。充実
した 1 年間でした。
MATSUE LIONS CLUB
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100周年記念コーディネーター退任挨拶
先ず以ってこの 1 年間の会員をはじめ関係の皆さま方のご支援ご協力に心から
感謝申し上げたいと思います。
振り返ってみますと、昨年 7 月シカゴでの「第100回国際大会」に参加、続いて
ニューヨークの「ジャパニーズアメリカライオンズクラブ合同例会」に出席して
来ました。そして地区年次大会も終わり、早くも年度末を迎えようとしています。
本年度に迎えた国際協会100周年も 6 月30日を以って終了し、同時にコーディ
ネーターを退任することとなりました。その間、皆様方には何かとご理解ご尽力
100周年記念
コーディネーター

L.坂根

勝

を頂きありがとうございました。私の役目の中で、日本で28番目に誕生した経歴
を持つ松江LCを国際協会へ複合地区を通じたコミュニティ・レガシープロジェ
クトの「団体賞」として、60周年記念事業にてクラブを挙げて関わった映画『た
たら侍』への取り組みでエントリーすることが出来たことを、大変誇りに思った
次第であります。
336-D地区で最初に誕生した松江LCの100周年、そしてまた国際協会200周年に
向けての更なる活躍を期待し、祈念して退任の挨拶とさせて頂きます。

ニューヨークジャパニーズアメリカライオンズクラブ合同例会
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1R・リジョン・チェアパーソン退任挨拶
今年度 1 R・RCの大役を仰せつかり、大野幹事と共に 1 R 12クラブ全ての例会
を訪問させて頂きました。それぞれのゾーンにより例会の在り方、クラブにより
例会進行の仕方など、運営についての違いはあっても各クラブの方々が真摯に向
き合っておられるのを拝見いたしました。
また、ガバナー諮問委員会では、質問や要望事項も沢山寄せられました。
1 Rとして光貞地区LCIFコーディネーターを講師に迎えてLCIFセミナー、外
川ライオンズクエスト認定講師をお迎えし、ライオンズクエスト・ライフスキル
1R・RC

L.山﨑敏弘

教育プログラムセミナーと、 2 つの研修会を開催致しました。
諮問委員会、例会訪問、研修会と中田 1 Z・ZC及び小田 2 Z・ZCのお二人には
大変お世話になりました。
今回の大役を受けるにあたり、大野様に幹事就任を快諾頂きましたこと、又、
微に入り細に入りご助言賜りましたことは誠に心強い限りでした。次期はGLT
コーディネーターとして336-D地区のご指導なされる大切なお役を受けておられ
ます。健康にご留意頂き、高所大所から336-D地区を御指導頂けることと存じま
す。松江LCの皆様のお力添えにてどうにか責任の一端を果たすことが出来たの
ではと安堵しております。皆様より賜わりました御支援、御協力に深く感謝申し
上げます。

1R・リジョン幹事退任挨拶
この一年間は山﨑敏弘 1 R・RCのお供をさせていただきました。山﨑RCがあ
まりにも何でも出来るお方で、私は何もしない幹事で終わりました。浜田でのキャ
ビネット会議に二度参加させていただき、坂根キャビネットでご縁のあった懐か
しい方々にも会うことが出来ました。また、R内各クラブ訪問では皆さまに大変
良くしていただき、有難いことでした。
1 Rから第二副地区ガバナーを選出する時期と重なり、山﨑RCのご心労は大変
なものでした。手順を踏み粛々と、また、あらゆる方面に気配りをした進め方を
1R・R幹事

L.大野美雄

目の当たりにし、山﨑RCのお人柄と力量に感服し、この歳になっても随分勉強
させていただきました。
R幹事は336-D地区の役員ではありませんが、クラブの外に接するとまた違っ
たものが見えてきます。若いメンバーも機会があればどんどん地区役員になって
見聞を広めていただきたいものです。そして、クラブ運営の要になっていただき
たいと切に思います。
一年間有難うございました。

MATSUE LIONS CLUB
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336-D地区第64回

年次大会報告
4月21日㈯・22日㈰（浜田市石央文化ホール）

前夜祭・式典

L.門脇

泰

前夜祭は島根県立体育館であり、松江LCは15名で

第 1 分科会
【協議提案 1 号】
①国際理事候補者推薦委員会

出席しました。
明くる日22日の代議員会と総会は13名出席、式典は
当日バスで 9 人到着され、24名での参加となりました。
式典での我がクラブのガバナーズアワードは
○アクティビティ報告・100周年報告・LCIF参加全
クラブ100％達成賞

（ 1 号議案）
2018～2020年国際理事候補者として、安澤慞莊一
元地区ガバナー（332-D地区白河小峰LC）の推薦
を確認した。
②指名選挙委員会（議長提案）
（ 1 号議案）

○LCIF部門（MJF 5 人以上）賞

2018～2019年度地区ガバナーに中林嘉明（光LC）

○地域奉仕活動優秀賞

を推薦

○献血者数（120名以上）達成賞

（ 2 号議案）

をいただきました。
終了時間が若干ずれ込みましたが無事今年の年次大
会も終了となりました。

2018～2019年度第一副地区ガバナーに福代明正
（出雲中央LC）を推薦
（ 3 号議案）
2018～2019年度第二副地区ガバナーに澤

【参加者】
L.坂根、L.山﨑（敏）、L.鷦鷯、L.井谷、L.大野、L.足立、L.安達（盛）、

【協議提案 2 号】

L.岸本、L.小坂、L.佐藤、L.竹内（房）、L.中村、L.原、L.矢田、

（ 1 号議案）

以上24名（順不同）

辰水

（下関LC）を推薦

L.佐々木、L.永原、L.門脇、L.山本、L.竹田（彰）、L.池尻、L.金津、
L.山岡、L.山延、L.富田

L.岸本義之

2019～2021年度国際理事立候補者推薦について渡
部雅文336複合地区協議会議長・336-B地区元ガ
バナー（倉敷西LC）の推薦を確認した
（ 2 号議案）
2019～2021年度国際理事候補者支援について 1 号
議案の支援を確認した
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（ 3 号議案）

（ 9 号議案）

2020～2022年度以降の国際理事候補者推薦につい

第65回地区年次大会の開催は2019年 4 月21日（日）

て336複合地区第62回年次大会において複合地区

山口県周南市で開催

で候補者を擁立する際のローテーションを廃止す

（10号議案）

ることについては336複合地区はこれを順守する

国際会長モットー・次期アクティビティスローガ

も現・元国際理事とガバナーの話し合いを優先す

ン・次期ガバナースローガンについて

ることが決議されているが複合地区内で2020～
2022年度以降の国際理事候補者を擁立する際の
ローテーションを廃止することを改めて提案さ
れた
（ 4 号議案）
複合地区会則・規則の改正について
①地区コーディネーターの投票権についてキャビ
ネット会議の投票権が与えられる役職名に地区
コーディネーターを加える
②地区ガバナー諮問委員会構成員について第一副
会長を地区ガバナー諮問委員会の構成員に加え
る。さらにクラブ奉仕委員長、マーケティング・
コミュニケーション委員長、会員委員長は各自
の役職に関係のある情報が共有される場合には
出席する必要がある
（ 5 号議案）
336複合地区2018～2019年度複合地区会費につい
ては一人当たり 1 か月280円とする
（ 6 号議案）
二人目以降の家族会員の複合地区会費について複
合地区大会費及び複合地区運営費は2018～2019年
度は免除する
（ 7 号議案）
二人目以降の家族会員の地区会費について地区大
会費及び地区運営費は免除する
（ 8 号議案）
第58回東洋・東南アジアフォーラム協力金は会員
一 人 当 た り336-C地 区6,000円336-A・B・D3,000
円とする

（国際会長モットー）
…We Serve

われわれは奉仕する

（次期アクティビティスローガン）
…光と愛を
（次期ガバナースローガン）
…明日に向かって

We Serve

第 2 分科会

L.門脇

泰

第 2 分科会は、MC・情報・国際関係・LCIFの分科
会でした。
審議事項は無く、報告並びに意見発表では、川神
MC・情報委員長、金田国際関係委員長、光貞LCIFコー
ディネーターより各立場からの報告がありました。
今年度のLCIFは参加全クラブ100％であったことが
報告され、336-D地区91クラブのLCIFとMJFの合計
拠出金額は17,949,336円でした。
その後、第 2 分科会に出席されていた地区名誉顧問
の方々から提言が一言ずつあり、竹下地区常任名誉顧
問からはライオンズクラブ国際協会は現在、ライオン
ズクラブ誕生100周年とLCIF誕生50周年を両輪として
活動しており、各クラブへ 3 年任期のLCIFコーディ
ネーターを置くことを通達して来ている。
しかしLCIFコーディネーターとは早い話、お金を
集める任務をすることなので人数の少ないクラブなど
はこんな激務を 3 年間遂行するにはクラブにも個人に
も非常に負担が大きいのはないか。よってクラブ判断
で任期の問題等は判断すべきだ。
また、岩田地区名誉顧問からは、LCIFコーディネー
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ター設置の是非はキャビネット会議等でも良く採り上

宇部新川LCの運営にて開催

げられるが、ライオンズクラブは各クラブに主体性が

◦2017年度冬季YCE受入について〜受入 4 名

もたされているクラブである。よって設置についても

◦2017年度冬季ミニキャンプについて〜12月22日〜24
日に長門LCの運営にて開催

各クラブに任せるべきだ。
また、加藤地区名誉顧問は、国内のライオンズクラ
ブ 会 員 数 は1992〜93年 が ピ ー ク で167,960人、 昨 年
2016〜17年が116,850人で25年間で約51,000人減、アク
ティビティ金額のピークは1993〜94年で128億 9 千175

◦2018年度夏季YCE受入・派遣予定について〜受入
4 名・派遣 9 名を予定
◦2018年度夏季ミニキャンプ開催予定について〜 7 月
27日～30日に『風の国』で開催予定

万円、昨年2016〜17年が41億 2 千235万円で、約87億
7 千万円減となり急激に年々減り続けている。国際協

吉岡達雄保健福祉環境保全委員長（頓原LC）

会はこの現状に少しでも歯止めをかけるため各クラブ

◦献 眼・献血研修会について〜今年度より 4 R〜 7 R

へLCIFコーディネーター設置を要求していると思わ

◦本年度の献眼提供について〜 6 名

れる。などの話がありました。
以上のように世界No.1のボランティアクラブとして
今後をどう維持していくかの問題点が様々な角度から

で行えればとのこと
EM菌

L.山本勝己

第 3 分科会は、YEC・保健福祉環境保全・青少年
健全育成の分科会となります。
4 月22日（日）浜田市石央文化ホール 2 F小ホール
にて定刻の 9 時より開会となりました。
この分科会での決議事項は無く、各委員長より以下

七田厚青少年健全育成委員長（江津LC）
◦平 和ポスターコンテストについて〜三割増・2,109
点の応募
◦薬物乱用防止教育認定講師養成講座について〜10月
13日に山口会場・翌14日江津会場で実施
◦ライオンズクエストについて〜 1 月に出雲、 2 月に

の活動報告が行われました。

安来でセミナーを開催

岡田和好YCE委員長（長門LC）

これらの報告があった後、谷野元国際理事・組嶽地

◦2017年度夏季YCE受入・派遣について〜受入 4 名・
派遣 7 名
◦2017年度夏季ミニキャンプについて〜萩・見島にて
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◦その他、以下の項目においては今後336-D地区全体
◦盲 導犬の取組み・椿の木の植栽・古眼鏡の回収・

聞けた分科会でした。

第 3 分科会

も合同で開催

MATSUE LIONS CLUB

区名誉顧問・山根地区名誉顧問より総評をいただき定
刻の 9 時40分に閉会となりました。以上、第三分科会
の報告とさせていただきます。

宝塚LC第1363回競馬例会参加

⃝開催日／3月4日
（日） ⃝場所／阪神競馬場

3 月 4 日（日）、姉妹クラブ
宝塚LCの第1363回競馬例会が
阪神競馬場最上階さくらラウ
ンジで開催され松江LCから12
名で参加してまいりました。
始めに宝塚LC讃岐吉雄会長
のご挨拶がありその後昼食をいただきながら宝塚LCの
皆様と宝塚LCの友好クラブ芦屋LCの皆様とレースを
観戦いたしました。臨場感あふれるレースを体感しレー
ス結果に一喜一憂しながら楽しい時間が過ぎ定刻にな
り佐々木第一副会長が挨拶を行い終了となりました。
地区を越えた交流と親睦を深めることができ大変

充実した 1 日となりました。
宝塚LCの皆様には大変お世話になりありがとうご
ざいました。
【参加者】
L.原田、L.古志野、L.佐々木、L.山本、L.池尻、L.上野、L.岸本、
L.竹内（房）、L.原、L.宮本、L.和田、L.有田 以上12名（順不同）

神戸（ホスト）LCチャーターナイト結成65周年大会参加


⃝開催日／4月7日
（土） ⃝場所／神戸ポートピアホテル

4 月 7 日（土）、神戸（ホスト）LCチャーターナイ

ポンサーにより西日本では最初に結成されたクラブ

ト結成65周年大会が神戸ポートピアホテル 本館地下

で、松江LCの親クラブ広島LCの親クラブでもあり

1 階「偕楽の間」で開催され松江LCから鷦鷯治会長、

ます。

門脇泰幹事の 2 名が参加いたしました。
神戸（ホスト）LCは1953年 2 月10日に東京LCのス

浜田LC結成60周年記念例会参加

【参加者】
L.鷦鷯、L.門脇

以上 2 名（順不同）

⃝開催日／5月20日
（日） ⃝場所／島根浜田ワシントンホテルプラザ

5 月20日（日）、浜田LC結成60周年記念例会が島根
浜田ワシントンホテルプラザにて開催され松江LCか
ら 6 名参加させていただきました。島根県立大学の学
生の皆さんによる神楽やよさこい踊りなどがあり和や
かに親睦を深めることができました。
【参加者】
L.鷦鷯、L.坂根、L.山﨑（敏）、L.佐々木、L.門脇、L.山本


以上 6 名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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336複合地区第64回年次大会
5 月26日（土）、27日（日）336複合地区第64回年次
大会が岡山市で開催されました。26日は東児が丘マリ
ンヒルズGCにて記念ゴルフ大会、ホテルグランヴィ

⃝開催日／5月26日
（土）
・27日
（日） ⃝場所／岡山市

【参加者】
L.坂根、L.山﨑（敏）、L.大野、L.鷦鷯、L.門脇、L.山本


以上 6 名（順不同）

ア岡山にて前夜祭、27日は岡山市総合文化体育館で代
議員分科会、総会、大会式典が盛大に行われ、松江
LCから 6 名で参加いたしました。

336-D地区 1R ライオンズクエスト ライフスキル教育プログラムセミナー


⃝開催日／2月3日
（土） ⃝場所／安来商工会議所

2 月 3 日（土）、安来商工会議所において
336-D地区 1 R ライオンズクエスト ライフ
スキル教育プログラムセミナーが行われま
した。
【参加者】
L.山﨑（敏）、L.大野、L.鷦鷯、L.佐々木、L.岩本、L.福田


以上 6 名（順不同）

新会員研修会

⃝開催日／4月27日
（金） ⃝場所／夕景湖畔 すいてんかく

4 月27日（金）、午後 6 時より「夕景湖畔 すいてんかく」にて会
員委員会開催の新会員研修会がありました。
新会員 3 名出席、山﨑敏弘 1 R・RC、坪内浩一前会長、鷦鷯治
会長が講師をつとめました。
三名に講師のライオンズクラブの説明が上手く、新会員の方々か
らも積極的に質問が出て非常に有意義な会員研修会になりました。
また、懇親会では指名された人が最近面白かったことをしゃべった
りし、大いに盛り上がりました。
【参加者】
L.山﨑（敏）、L.鷦鷯、L.坪内、L.佐々木、L.門脇、L.足立、L.安達（盛）、L.曳野、
L.佐藤、L.山田、L.金津、L.杉峠
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以上12名（順不同）

社会・奉仕委員会

委員長

災害時地元ボランティアリーダー育成事業『地元の力で地元を支援』

L.経種順治

3 月10日（土） くにびきメッセ

3 月10日（土）、くにびきメッセ 1 階小ホールにて、社会・奉仕委
員会（経種委員長）主導のもと災害時地元ボランティアリーダー育成
事業『地元の力で地元を支援』を開催致しました。
近年の東日本大震災や熊本地震災害など、大規模災害が相次いで
発生しており、その時多くの被災者が普段と全く異なる環境の中、
ストレスに満ちた避難所での生活が強いられていることを深く考え、
日ごろ地域社会と関わりが深く、広く物事への関心の高い高校生を
対象に、高等学校JRC部を中心に参加して頂き、松江市防災安全課・
日本赤十字社島根県支部・島根大学学生赤十字奉仕団の方々にご協
力頂き、ゲーム▶プログラムを通じ災害時の避難所での設営▶運営を
体験し、今どこで何が必要か考え、共に物事を進めながら個人や団
体が支えあう地域社会の一員であること実感出来る様、災害時地元
ボランティアリーダー育成事業『地元の力で地元を支援』と題し開催
致いたしました。参加高校生26名 参加メンバー 27名
【参加者】
L.坂根、L.鷦鷯、L.佐々木、L.永原、L.門脇、L.山本、L.近藤、L.平野、L.岸本、
L.経種、L.中尾、L.山岡、L.安達（亨）、L.竹内（祐）、L.中村、L.野津（道）、L.内山、
L.岩本、L.山田、L.和田、L.實重、L.宮本、L.有田、L.池尻、L.西尾、L.伊瀨、L.富田


以上27名（順不同）

日本列島クリーン大作戦 宍道湖・中海一斉清掃［小さな親切運動］

6 月10日（日） 宍道湖岸

6 月10日（日）、日本列島クリーン大作戦 宍道湖・中海一 【参加者】
斉清掃［小さな親切運動］があり松江LCも参加いたしました。 L.大野、L.佐々木、L.門脇、L.山本、L.竹田（彰）、L.経種、
L.西尾、L.安達（盛）、L.古志野、L.岸本、L.有田、L.中村、
昭和58年度に「小さな親切運動」20周年記念事業としてスター
トした日本列島クリーン大作戦。「美しい日本、美しい心」 L.杉峠、L.山田、LB.山田（親子）、L.富田

以上16名（順不同）
をスローガンに、ごみを拾うことでごみを捨てない心を育て
この他にも、職場、地区で参加された会員の方もいました。
ようと全国各地で行われる清掃活動です。早朝 7 時30分松浦
松江市長の挨拶ではじまり、諸団体、一般市民等多数の方々
により宍道湖大橋南より夕日スポットまでの宍道湖岸を一斉
に 1 時間近くかけて清掃いたしました。
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健康・福祉委員会

委員長

バレンタイン献血
2 月11日（日）、イオン松江店において当クラブ主
催の献血推進活動「バレンタイン献血」を健康・福祉
委員会（實重委員長）主導のもと実施いたしました。
当日、来店された皆様へ献血協力の呼びかけ、広報チ
ラシ入りのポケットティッシュの配布をいたしまし
た。結果、献血に申し込みいただいた方54名、このう
ち献血をしていただいた方は44名、また、献眼登録を

2 月11日（日） イオン松江店

していただいた方 5 名でした。連日の雪で足元の悪い
中、たくさんの方のご協力本当に有難うございました。
【参加者】
L.永原、L.門脇、L.竹田（彰）、L.實重、L.金津、L.赤名、L.矢田、
L.山延、L.小坂、L.杉峠
会員献血者：L.山本、L.足立、L.中尾

国際・教育委員会

委員長

2017～2018年度ライオンズ国際平和ポスターコンテストの表彰状と感謝状の贈呈
3 月 8 日（木）
、松江市立第三中学校において2017～2018年度ライオンズ
国際平和ポスターコンテストの表彰状と感謝状の贈呈があり鷦鷯会長、門
脇幹事、国際・教育委員会より岩本委員長、福田副委員長が出席しました。
336複合地区では15,582点、336-D地区からは2,109点の応募がありまし
た。国際平和ポスターコンテストに参加していただいた皆様ありがとう
ございました。
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L.實重正樹

L.岩本

以上13名（順不同）

徹

3 月 8 日（木） 松江市立第三中学校

坪内学園グループへ画板寄贈

6 月 5 日（火）

松江LCが以前開催していました親子松江城絵画コンクールで使用
していた画板約350枚を有効利用していただこうと坪内学園グループ
に寄贈させていただきました。育英
北幼稚園に100枚、たまち保育園に
230枚、山陰中央専門大学校に20枚お
配りし、そのお礼にと、園児の皆さ
まからきれいなアジサイのはり絵を
いただきました。

3 事業委員会合同アクティビティ（国際・教育、健康・福祉、社会・奉仕委員会）

小学生のための合唱の集い

1 月14日（日）

〜響け子供たちから、未来へつなぐ愛の歌声〜

1 月14日（日）、島根県民会館中ホールで「〜響け子供たちから、未
来へつなぐ愛の歌声〜 小学生のための合唱の集い」を開催いたしま
した。
一昔前まではどこの小学校でも、放課後には児童たちの歌声が校舎
から聞こえていました。しかし、文部科学省の小学校学習指導要領か
ら部活動（学校主体で先生が指導する形式）がなくなり、クラブ活動形
式（保護者やPTAが主体となり、外部から指導者を募り外部指導者が
指導する形式）となった現在、松江市内36小学校区のうち合唱クラブが
ある小学校・地区は 7 クラブしかありません。またその運営も保護者
やPTAの拠出金で運営されており、合唱クラブの運営維持は大変厳し
いのが現状です。
私たち松江LCでは、松江市内の合唱クラブの発表機会がほとんど無
いことを知り、小学生のための合唱の集いを開催し児童たちに日頃の
練習成果を発表する機会を提供すると共に島根大学混声合唱団の歌を
聴いてもらい、学ぶことで歌の持つ素晴らしさや力を知ってもらう手
助けをし、青少年健全育成に貢献したいと思い、この大会を開催いた
しました。
歌い終えた児童たちの「緊張したけど大きい声で歌えました。」とほっ
とした笑顔がとても印象的でした。
【参加クラブ】

島根県民会館中ホール

松江ライオンズクラブ主催

小学生のための

2018

1/14

13：00～15：20

日

開場 12：30

島根県民会館《中ホール》
参

加

校

宍道小学校「宍道小学校合唱クラブ」／法吉小学校「法吉小おんぷクラブ」
城北小学校「城北ジュニアコーラス」／乃木小学校「のぎキッズコーラス」
母衣小学校「母衣メロディークラブ」／内中原小学校「合唱クラブレインボーハーモニー」
島根大学教育学部附属小学校「ちどり合唱クラブ」

主
後

催：松江ライオンズクラブ
援：松江市教育委員会・島根県合唱連盟・NHK松江放送局・BSS山陰放送・TSK山陰中央テレビ・日本海テレビ・山陰ケーブルビジョン
エフエム山陰・山陰中央新報社・読売新聞松江支局・朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・産経新聞松江支局・中国新聞社・山陰合同銀行

【参加者】
L.鷦鷯、L.永原、L.門脇、L.山本、L.竹田（彰）、

L.近藤、L.坪内、L.足立、L.佐藤、L.竹田（宏）、

L.古志野、L.坂根、L.井谷、L.小林、L.岸本、


松江市立宍道小学校「宍道小学校合唱クラブ」、松江市立法吉小学校「法吉小お

L.原、L.山﨑（秀）、L.経種、L.西尾、L.中村、


んぷクラブ」、松江市立城北小学校「城北ジュニアコーラス」、松江市乃木地区「の

L.竹内（祐）、L.安達（亨）、L.山岡、L.上野、

ぎキッズコーラス」、松江市立母衣小学校「母衣メロディークラブ」
、松江市立

L.實重、L.金津、L.三原、L.矢田、L.山延、

内中原小学校「合唱クラブレインボーハーモニー」、島根大学教育学部附属小学

L.小坂、L.岩本、L.福田、L.平野、L.宮本、

校「ちどり合唱クラブ」

L.村上、L.山田、L.亀田、L.富田

第2部



島根大学混声合唱団

以上38名（順不同）
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【例会報告】

松江3クラブ新年合同例会・新年賀会 ⃝開催日／1月9日（火） ⃝場所／ホテル一畑

1 月 9 日（火）、ホテル一畑 2 F平安の間にて松江 3
クラブ新年合同例会が開催されました。例会前には歳男・
歳女祈願祭が行われ、松江LCからは歳男のL.横山統晨、
L.井谷耕造のお二人が参加されました。例会はホストク
ラブの松江湖城LC木村陽子会長の開会宣言及び開会ゴ
ングに始まり、金屋子神社宮司安部正哉様より清祓を
行っていただき、その後松江湖城LC木村陽子会長ご挨
拶、松江湖城LC石原浩幹事による幹事報告があり、閉
会ゴングにて閉会。引き続き、新年賀会開催、アクア☆
マジック（島根スサノオマジックのチアリーディング
チーム）のパフォーマンスで華やかなスタート。そして
3 クラブ合同鏡開き、松江葵LC渡辺順一会長による乾
杯のご発声で開宴、島根スサノオマジックのグッズがも
らえるアクア☆マジックとのジャンケン大会等あり最後
は、また会う日までそして会場中央での鷦鷯会長のライ
オンズローアで閉宴。松江 3 クラブの絆をさらに深める
ことが出来ました。
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【例会報告】

第1480回例会

⃝開催日／1月19日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

1 月19日（金）、松江LC第1480
回例会が開催されました。 1 月
はライオンズ創立者報恩の月に
あたり永年功労者を讃え19名の
皆様に花束が贈呈されました。
そして在籍48年の坪内孝満名誉
会員に記念スピーチをいただき
ました。1970年代のクラブの様

坪内名誉会員

子など興味深い貴重なお話をいただきました。そのあとは上半期会計報告、承認、誕生祝贈呈、指名委員の任命、
幹事報告、委員長報告と続き、佐々木第一副会長より336複合地区「次世代リーダーシップセミナー」参加報告、
永原第二副会長より婦人会総会開催報告など、充実した内容の例会となりました。

【例会報告】

第1481回例会

⃝開催日／2月2日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

2 月 2 日（金）、松江LC第1481回例会が開催されました。ゲスト
スピーチはNPO法人あしぶえ理事長園山土筆様をお招きし演題
『「松江・森の演劇祭」の未来』をお話しいただきました。あしぶえ
は地域の人々と多様な関係を構築しておられ演劇による地域づくり
のお話など大変参考になる内容のスピーチをいただきました。そし
てアワード伝達（モナークシェブロン）、誕生祝贈呈、幹事報告、
委員長報告、と続きTTタイムはいつもより時間に余裕があり近藤
TTがクイズを出題し会場が盛り上がりました。開会前にはサプラ
イズで節分豆の小袋が配られました。とても充実した例会でした。

【例会報告】

第1482回例会

ゲストスピーチ
NPO法人あしぶえ理事長園山土筆様

⃝開催日／2月16日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

2 月16日（金）、松江LC第1482回例会をホテル一畑にて開催いた
しました。 2 月は「元地区ガバナーの月」松江LCでは、これまでに
3 名のガバナーを輩出しております。輝かしい功績を残されました
方々を讃え、演題「地区ガバナーについて」L.山﨑敏弘 1 R・RCよ
りスピーチをしていただきました。その他、アワード伝達、門脇幹
事による幹事報告、岩本国際・教育委員長、實重健康・福祉委員長
より委員長報告、近藤Tツイスター TTタイム、足立会員委員長よ
り出席率発表、鷦鷯会長ライオンズローア及び閉会ゴングにて終了
元地区ガバナーを讃えるスピーチ
L.山﨑敏弘 1 R・RC

いたしました。また、今例会には、ビジターで松江湖城LCより木
村会長・石原幹事のお二人をお迎えいたしました。
MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

第1483回例会

⃝開催日／3月2日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

3 月 2 日（金）、松江LC第1483回例会をホテル一畑にて開催いたしました。鷦鷯会長欠席のため佐々木第一副
会長の開会宣言、開会ゴングで始まり、アワード伝達ではL.大野美雄（ 6 回目献金）、L.山﨑敏弘（ 2 回目献金）
お二人にプログレスMJFピンが贈られました。そして会員研修会、足立守LCIFコーディネーターより、『LCIF
について』と題しLCIFとは何か大変分かり易く
お話ししていただきました。引き続き、次期役
員指名会、幹事報告、委員長報告、近藤Tツイス
ター TTタイム、足立会員委員長より出席率発表、
佐々木第一副会長のライオンズローア及び閉会
ゴングにて終了いたしました。

【例会報告】

会員研修会、足立 守 LCIFコーディネーター

第1484回例会

⃝開催日／3月16日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

3 月16日（金）、松江LC第1484回例会を開催いたしました。 9 月
第一例会で、ゲストスピーチをしていただいた、万九千神社・立虫
神社 宮司 錦田剛志様をお招きし、「神在月の国 2 出雲」と題して
前回同様ユーモアあり、楽しく、わかりやすくスピーチしていただ
きました。「出雲の神在祭の今と昔」「なぜ、出雲に神々は参集され
るのか？」など、特に印象に残ったのは〈『大切な直会の儀』「御神
酒あがらぬ神はなし」直会の本義とは、神と神、神と人、人と人の
直り会い、神人和楽の境地、関係性の潤滑油、活力源〉引き続き誕
ゲストスピーチ
万九千神社・立虫神社 宮司 錦田剛志様

【例会報告】

生祝贈呈、幹事報告、委員長報告、TTタイムとあり鷦鷯会長のラ
イオンズローア及び閉会ゴングで終了しました。

第1485回例会

⃝開催日／4月6日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

4 月 6 日（金）、第1485回例会をホテル一畑にて開催いたしました。鷦鷯会長の開会ゴング、挨拶で始まり、
アワード伝達、プログレスMJFピンがL.坂根勝に、モナークシェブロンがL.有田律、L.持田幸治、L.竹内祐子に
贈られました。引き続き、次期役員選挙会、次年度の役員に選任状が授与されました。そして、 4 月生まれの皆
様に誕生祝贈呈、竹内計画委員長の諸々話、幹事報告、委員長報告、TTタイム、鷦鷯会長のライオンズローア
及び閉会ゴングにて例会は終了いたしました。

GoogleAIスピーカーを使っての話
竹内計画委員長
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【例会報告】

第1486回例会

⃝開催日／4月20日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

4 月20日（金）、第1486回例会をホテル一畑にて開
催いたしました。鷦鷯会長の開会ゴング、挨拶で始ま
り、今例会はゲストに、NPO法人ファザーリングジャ
パン中国

福井正樹様をお迎えし、「働き方改革の本

当の意味」と題して現在注目されております「働き方
改革」についてスピーチを頂戴いたしました。『働き
方改革とは、単なる時短ではなく効率化して密度の高
い仕事をし、多様な働き方の実現、全ての人の就労継
続に対応できる環境をつくる。』という内容で大変わ
かりやすく参考になるお話でした。ありがとうござい
ました。そして、幹事報告、委員長報告、TTタイム（ド
ゲストスピーチ
ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン中国 福井正樹様

【例会報告】

ネーション発表）、鷦鷯会長のライオンズローア及び
閉会ゴングにて例会は終了いたしました。

第1487回例会

⃝開催日／5月2日
（水） ⃝場所／ホテル一畑

5 月 2 日（水）、第1487回例会をホテル一畑にて開催いたしました。鷦鷯会長の開会ゴング、挨拶で始まり、
今例会では会員スピーチがあり、L.小坂による『2020年に期待すること』という演題で、添乗員の仕事のエピソー
ド、L.小坂の会社「東武トップツアー」が東京2020オフィ
シャル旅行サービスパートナーとなり、東京オリンピック・
パラリンピックに対して期待する一方、支店長任期の関係
で2020年時点でご自身が当クラブに残っているかどうか？
など、ユーモアを交えたスピーチをしていただきました。
そして、336-D地区第64回年次大会報告では、アワード伝
達、国際会長アワード・ガバナーズアワード、分科会・代
議員総会報告がありました。引き続き、次期組織表発表、
誕生祝贈呈、幹事報告、委員長報告、TTタイム、鷦鷯会
長のライオンズローア及び閉会ゴングにて終了いたしま
した。

会員スピーチ

L.小坂正宏

MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

第1488回（花見）例会

⃝開催日／5月18日
（金） ⃝場所／由志園

今例会は、会場を由志園に移動し、「花見例会」と
なりました。例会前、庭園散策を楽しむ予定は、残念
ながらどしゃ降りの雨で出来ませんでしたが、牡丹の
館で大輪の牡丹を鑑賞することができました。また例
会では、待望の入会式があり、島根日産自動車㈱松江
支店

支店長

豊田篤志様が入会されました。例会に

引き続きお花見会、坂根地区常任名誉顧問による乾杯
発声でスタートし、和やかに会員の親睦を深めること
ができ、最後に永原第二副会長のライオンズローアで
終了いたしました。
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【例会報告】

第1489回例会

⃝開催日／6月1日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

6 月 1 日（金）、第1489回例会をホテル一畑にて開

◎長期在籍者表彰

催いたしました。 6 月に入り今年度も、この例会を含

【30年】L.大野美雄

め 2 回となりました。鷦鷯会長のあいさつで始まり、

【20年】L.安達盛二、L.伊瀨宣夫

アワード伝達、マスターキー賞がL.坪内孝満に、メン

【15年】L.太田裕子、L.小林

バーシップアドバンスメントキーがL.坪内浩一に、そ

【10年】L.藤井祥一、L.佐々木幸美、L.有田

悟

して、ゴールドセンテニアルアワードがL.池尻悟に贈

L.持田幸治、L.竹内祐子

られました。引き続き、長期在籍者表彰、誕生祝贈呈

【 5 年】L.實重正樹、L.竹内房雄、L.中村

律、

誠

とつづいて、委員長スピーチ、各委員長が今年 1 年を
振り返ってスピーチ。幹事報告、委員長報告、TTタ
イムとつづき充実した内容の例会となりました。
◎アワード伝達
マスターキー賞

L.坪内孝満

メンバーシップアドバンスメントキー
ゴールドセンテニアルアワード

L.坪内浩一

L.池尻

悟

新会員 紹 介
2018年 5 月入会
とよ

た

あつ

し

L.豊田篤志

1963年 7 月20日生

島根日産自動車㈱松江店店長

【自動車販売・修理】

（SP

L.坪内浩一）

MATSUE LIONS CLUB
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2017年度

7月

第67回「社会を明るくする運動」街頭広報活動

7月

アビリンピックしまね2017

7月

献血リレーキャンペーン

年間のアクティビティ
2017
7/3
第67回「社会を明るくする運動」街頭広報活動
7/8
アビリンピックしまね2017
7 /12
献血リレーキャンペーン
8/4～8/6
2017年 韓国青年「松江・日本文化講座」
8/5～8/6
第47回松江市小学生バスケットボール大会
第47回松江市小学生バスケットボール大会に
おける献血推進活動
8/6
水郷祭後の清掃作業
8 /20
8 月の献血推進活動
9 /30
第 5 回松江ライオンズクラブ杯中学校野球大会
10/ 8
世界ライオンズ奉仕デー清掃活動
10/ 9
島根大学淞風祭における献血推進活動
11/ 6
国際平和ポスターコンテスト作品選考会

2018
1 /14
～響け子供たちから、未来へつなぐ愛の歌声～
小学生のための合唱の集い
2 /11
バレンタイン献血
3/8
2017～2018年度ライオンズ国際平和ポスター
コンテストの表彰状と感謝状の贈呈
3 /10
災害時地元ボランティアリーダー育成事業
『地元の力で地元を支援』
6/5
坪内学園グループへ画板寄贈
6 /10
日本列島クリーン大作戦 宍道湖・中海一斉清掃
［小さな親切運動］
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8月

2017年 韓国青年「松江・日本文化講座」

8月

第47回松江市小学生バスケットボール大会

10月

世界ライオンズ奉仕デー清掃活動

8月

水郷祭後の清掃作業

10月

島根大学淞風祭における献血推進活動

8月

8 月の献血推進活動

1月

～響け子供たちから、未来へつなぐ愛の歌声～小学生のための合唱の集い

9月

第 5 回松江ライオンズクラブ杯中学校野球大会

3月

災害時地元ボランティアリーダー育成事業『地元の力で地元を支援』

MATSUE LIONS CLUB
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この 1 年ご協力ありがとうございました。委員会の皆様おつかれ様でした。2017.7～2018.6 MC委員会

委員長

L.富田

副委員長

L.有田

委員

L.池尻

委員

L.塔村

委員

L.山﨑（秀）
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●URL／http://www.336d‑matsue.com/matsue‑lc/ ●E‑mail／matsue‑lc@336d‑matsue.com
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