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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

「明日に向かって We Serve」
会長テーマ

「いざ進まん！ 地域と共に We Serve」
会長スローガン

「守破離 ～故きを学び新しきを創る～」
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1R2Z ガバナー公式訪問

⃝開催日／8月5日
（日） ⃝場所／ホテル白鳥

8 月 5 日（日）15：00よりホテル白鳥に於いて2018年度336-D地区 1 R 2 Z ガバナー公式訪問が開催されました。
（ホストクラブ

松江葵LC）

2 時間の会議の後、懇親会が催され賑やかに 2 Zクラブ間の交流が行われました。
【出席者】
L.坂根、L.大野、L.佐々木（幸）、L.永原、
L.岸本、L.池尻、L.原、L.宮本、L.井谷、
L.安達（盛）、L.古志野、L.伊瀨、L.小林、
L.門脇、L.和田、L.安達（亨）、L.原田


以上17名（順不同）
⃝開催日／10月13日
（土）
⃝場 所／（カローリング）鹿島総合体育館
（懇親会、表彰式）イチバタダイニング

1R2Zゾーンミーティング
10月13日（土）
、 2 Ｚのゾーンミーティ
ングが開催されました。
優勝は鹿島島根LC。

【カローリング参加者】
L.岸本、L.原、L.伊瀨、L.古志野、L.和田、L.竹田（彰）、L.山田、L.豊田、L.原田


以上 9 名（順不同）

【懇親会】

松江LCは三連勝の後に痛い二連敗で、 L.大野、L.佐々木、L.岸本、L.原、L.宮本、L.伊瀨、L.古志野、L.池尻、L.和田、
残念ながら 4 位という成績でした。
以上14名（順不同）
L.竹田（彰）、L.西尾、L.山田、L.杉峠、L.原田

鹿島島根LC納涼例会

⃝開催日／8月25日
（土） ⃝場

所／民宿なかよし

8 月25日（土）、島根町小波「民宿なかよ
し」において鹿島島根LC納涼例会が開催
されました。
当クラブより佐々木会長、岸本幹事、池
尻会計の 3 名にて参加させていただきま
した。
雄大な日本海を眺めながら有意義な時
間を過ごすことができました。
LL、LBの方々も多数参加されており、
アットホームな雰囲気が印象的でした。
鹿島島根LCの皆様、大変お世話になり
ありがとうございました。
MATSUE LIONS CLUB
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松江・鹿島島根・大東

3クラブ合同例会・交流会

⃝開催日／9月6日
（木）
⃝場 所／明石緑ヶ丘公園

9 月 6 日（木）、雲南市三刀屋町「明石緑ヶ丘公園」において、松江
LC・鹿島島根LC・大東LC

3 クラブ合同例会・交流会が総勢22名で開

催されました。公園内にあるパークゴルフ場にて汗をかき、その後ふれ
あい会館にて例会、バーベキュー場にて懇親会が行われました。
一瞬小雨模様の時もありましたが、とても楽しく、和やかな時間を過
ごすことができました。
ホスト役の大東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。
【出席者】
L.坂根、L.大野、L.佐々木（幸）、L.安達（盛）、L.古志野、L.岸本、L.池尻、L.原、L.宮本、L.金津、L.山﨑（秀） 以上11名（順不同）

尾道LC第1443回月見例会

⃝開催日／10月2日
（火） ⃝場所／西山別館

10月 2 日（火）、尾道市山波町「西山別館」において尾道LC第1443
回月見例会が開催され佐々木会長、永原第一副会長、岸本幹事、原
LT、池尻会計の 5 名にて参加させていただきました。バイオリンと
ピアノの奏でる心地よい音色の中、友好クラブとしての絆を深めるこ
とができました。尾道LCの皆様、大変お世話になりありがとうござ
いました。

出雲LC第1361回CN記念例会

⃝開催日／10月18日
（木） ⃝場所／ベルヴィヴェルブラージュ

10月18日
（木）
、
出雲市地内「ベルヴィヴェルブラージュ」において出雲LC第1361回CN記念例会が開催されました。
当クラブより佐々木会長、岸本幹事、池尻会計の 3 名にて参加させていただきました。
お洒落な会場で優雅な雰囲気の中、出雲LCの皆様、また出雲LC
がエクステンションされたLCの皆様と友好を深めることができま
した。
L.竹内房雄との再会もあり楽しい時間を過ごすことができました。
出雲LCの皆様、大変お世話になりありがとうございました。

米子LC結成記念例会

⃝開催日／11月24日
（土） ⃝場所／皆生グランドホテル天水

11月24日（土）、
「皆生グランドホテル天水」において米子LC結成記念例会が開催されました。当クラブより佐々
木会長、岸本幹事、原LT、門脇理事、和田計画委員長、池尻会計の 6 名にて参加させていただきました。
当クラブが最初にエクステンションさせていただいたクラブの結成記念
例会ということもあり、一際感慨深いものがありました。
懇親会では勇壮な和太鼓の迫力に圧倒されましたが、楽しいひと時を過
ごすことができました。
米子LCの皆様、大変お世話になりありがとうございました。
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社会・奉仕委員会
会
今年度最初のアクティビティ。第68回「社会を明る
くする運動」が 7 月 2 日（月） 7 時25分よりJR松江駅
で行われ、佐々木新会長をはじめ松江LC15名にて参加
いたしました。松浦松江市長の挨拶等セレモニーに続
き、呼びかけ、キャンペーン用品等配布を行いました。

7 月 2 日（月） JR松江駅

【参加者】
L.佐々木（幸）、L.山本、L.岸本、L.原、L.宮本、L.井谷、L.大野、
L.亀田、L.杉峠、L.竹田（彰）、L.西尾、L.原田、L.村上、L.山延、
L.有田

以上15名（順不同）

7 月14日（土） ポリテクセンター島根

7 月14日（土）、ポリテクセンター島根において「アビリンピックしま
ね2018」が開催されました。
アビリンピックは障害のある方々が日頃職場などで培った技能を競う
大会です。
この日はワードプロセッサ競技など 7 種目の競技が行われました。
松江LC・松江湖城LC・松江葵LCはこの大会に協賛しています。
松江LCからは永原第一副会長が参加いたしました。
8 月 5 日（日） 宍道湖岸及び周辺

8 月 5 日（日）、社会・奉仕委員会（西尾委員長）の
主導にて早朝 6 時より、水郷祭で散らかった宍道湖岸
及び周辺のゴミ拾いを主に清掃作業をいたしました。
松江LC以外にも各種団体ボランティアが参加し一斉
に行い、きれいな湖岸になりました。早朝より皆様大
変お疲れ様でした。

【参加者】
L.佐々木（幸）、L.岸本、L.池尻、L.山本、L.西尾、L.大野、L.井谷、
L.伊瀨、L.後藤、L.足立、L.竹田（宏）、L.竹田（彰）、L.有田、L.経種、
L.村上、L.中村、L.矢田、L.安達（亨）、L.山﨑（秀）、L.山延、L.和田、
L.實重、L.福田、L.佐々木（恭）、L.上野、L.富田 以上26名
（順不同）
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9 月 2 日（日） 島根県庁～松江市内中心部

9 月 2 日（日）
、スペシャルオリンピックス日本・島
根トーチランが開催されました。このトーチランは 9
月22日～ 9 月24日開催される知的障害者の方のスポー
ツの祭典スペシャルオリンピックス2018愛知に出場す
るアスリートを激励すると同時に大会についての理解
を高め協力支援の輪を広げることを目的としていま
す。トーチランのコースは島根県庁をスタートゴール
としTSK山 陰 中 央 テ レ ビ を 折 り 返 す 約3.3㎞ の 往 復
コースです。気温30度の暑い中10時にスタートし、 6
区間に分けてトーチをリレーでつなぎました。松江LC
はこの大会に協力しており参加メンバーは第 4 走者の
伴走、中継地点で飲み物対応、走者誘導等行いました。

【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.安達（亨）、L.𫝆井、
L.上野、L.金津、L.小坂、L.鷦鷯、L.佐々木（恭）、L.實重、L.杉峠、
L.瀬﨑、L.塔村、L.富田、L.中尾、L.中村、L.西尾、L.野津（道）、
L.原、L.原田、L.福田、L.宮本、L.村上、L.矢田、L.山田、L.山延、
L.和田、L.有田、山根事務局員

以上31名（順不同）

10月 8 日（月） 松江城

世界ライオンズ奉仕デーの10月 8 日、朝 7 時30分より、松江湖城LC、松
江葵LC、松江LCの合同アクティビティとして国宝松江城の清掃活動を行
いました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.西尾、L.安達（盛）、L.足立（守）、L.古志野、
L.竹 田（ 彰 ）、L.和 田、L.中 村、L.矢 田、L.實 重、L.山 延、L.上 野、L.金 津、L.杉 峠、
L.𫝆井、L.山田、山田（ほのか）、L.富田

以上21名（順不同）

10月 8 日（月） 北公園

10月 8 日、 3 クラブ合同アクティビィティ清掃活動
後、場所を北公園に移動しライオンズ像周辺の草刈り
及び清掃活動を行いました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.西尾、L.安達（盛）、
L.足立（守）、L.古志野、L.竹田（彰）、L.中村、L.矢田、L.實重、
L.山延、L.上野、L.𫝆井、L.山田、山田（ほのか）、L.富田
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以上18名（順不同）

健康・福祉委員会
7 月12日（木） 島根大学（松江キャンパス）

7 月12日（木）、健康・福祉委員会のアクティビティ
として、島根大学にて島大の学生ボランティアの皆
さんと合同で献血推進活動が行われました！
いや～暑い！
とにかく暑い！！
ライオンズベストも暑い！！！
この暑さで我々ライオンズメンバーはいつ誰が倒
れても不思議ではない状況の中、金津委員長・杉峠
副委員長を中心とし、11名のメンバーの参加で無事
に終了いたしました。
金津委員長お疲れ様でした！！

【参加者】
L.佐々木（幸）、L.山本、L.岸本、L.原、L.安達（盛）、L.金津、L.杉峠、
L.塔村、L.矢田、L.村上、L.原田

以上11名（順不同）

8 月19日（日） イオン松江店

8 月19日（日）、イオン松江店において当クラブ主催の献 【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、L.金津、
血推進活動を実施いたしました。健康・福祉委員会（金津委
L.杉峠、
L.村上、L.豊田、L.佐々木（恭）、L.𫝆井、L.足立、
員長）主導のもとご来店された皆様へ献血協力の呼び掛け、
L.古志野、L.近藤、L.鷦鷯、L.竹田（宏）、L.塔村、L.富田、
広報チラシ入りポケットティッシュの配布を行いました。
L.有田
以上19名（順不同）
結果、献血に協力いただいた方は申込者57名、このうち
400ml献血をしていただいた方は53名でした。またアイバン 【献血者】
ク登録については13名の方に登録いただきました。ご協力
L.池尻、L.足立、L.古志野、L.鷦鷯、L.竹田（宏）、L.富田
いただきました皆様、本当にありがとうございました。

以上 6 名（順不同）
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5

10月 8 日（月） 島根大学（松江キャンパス）

10月 8 日（月）
、健康・福祉委員会のアクティビティであります
「献血推進活動」が、島根大学の淞風祭に合わせ正門横駐車場にて
実施されました。
今回も学生ボランティアの皆さんと共に献血の呼びかけを致し
ました。
参加されましたメンバーの皆さん、そして学生ボランティアの
皆さん、大変お疲れ様でした。
最後になりましたが、今回も駐車場をご提供頂きましたイワタ
ニ山陰様には心より感謝申し上げます。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.宮本、L.古志野、L.實重、L.矢田、

L.山田、山田（ほのか）、L.杉峠、L.𫝆井、L.金津、L.原田

以上14名（順不同）

12月19日（水） 島根大学（松江キャンパス）

12月19日（水）島根大学にて健康・福祉委員会（金津委員長）
のアクティビティ「献血リレーキャンペーン」が実施されま
した。
結果：受付50名 採血41名 不適 9 名
当日は学生が少なく呼込みに苦戦しまして午前 5 名、午後
が36名の実績でした。
寒い中ご協力いただきありがとうございました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.山本、L.岸本、L.池尻、L.實重、L.村上、L.佐々木（恭）、
L.又川、L.杉峠、L.金津
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以上10名（順不同）

国際・教育委員会
会

8 月 4 日（土）、 5 日（日） 松江市総合体育館

8 月 4 日（土）、5 日（日）の両日、第48回松江市小学生バスケッ
トボール大会が松江市総合体育館で行われました。
両日ともプロ顔負けの熱いプレーに会場は熱気で大盛り上が
りでした。
松江LCは「青少年の健全育成を支援する」という活動方針の
もと本大会を支援、閉会式で勝者 4 チームに対して優勝メダル
を授与いたしました。

【参加者】
L.永原、L.山本、L.岸本、L.福田、L.上野、L.岩本、
L.金津、L.小坂、L.實重、L.中村、L.原田、L.村上、
L.矢田、L.山﨑（秀）、L.山田、L.山延、L.有田


以上17名（順不同）

10月20日（土） 奥出雲周辺

10月20日（土）、当クラブのアクティビティ「島根東
光学園の児童・生徒とトロッコ列車『奥出雲おろち号』
に乗って」を実施致しました。当日は天候に恵まれ、
晴天の中、三成遊園地で遊んだ後、備後落合駅から奥
出雲おろち号に乗車しました。奥出雲おろち号に揺ら
れながら、爽やかな山の空気・景色を満喫して木次駅

まで行きました。子供たちの笑顔をたくさん見ること
ができました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.岸本、L.原、L.赤名、L.足立、L.中村、L.山延、
L.山田、L.山﨑（秀）、L.上野、L.福田

以上11名（順不同）
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第1491回例会

【例会報告】

⃝開催日／7月6日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

7 月 6 日（金）、今年度最初の例会（第1491回例会）がホテル一畑で開催
され、松江LC初の女性会長佐々木幸美会長の新体制がスタートしました。
例会は佐々木幸美会長の開会ゴングで始まり、会長挨拶並びに今年度の
運営方針発表、選任状授与、2017年度純例会100％出席賞贈呈、 7 月誕生
祝贈呈、新委員長の抱負発表、幹事報告、委員長報告、趣味部会の案内、
TTタイム等盛り沢山の内容で行われました。
最後のライオンローアは今回は古志野第60代会長が行い、佐々木会長の
閉会ゴングで終了いたしました。

第1492回例会

【例会報告】

⃝開催日／7月20日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

7 月20日（金）、松江LC第1492回例会が開催されました。
今例会はRC及びZC例会訪問、並びに友好クラブの尾道LC例会訪問につ
き、総勢 9 名のビジターをお迎えいたしました。
【336-D地区】 1 R・RC

田部哲朗様

1 R・R幹事
【尾道LC】会長

御藤良基様

1 R 2 Z・ZC

太田仁志様
幹事

【尾道LCCN60周年記念大会】幹事

日野修一様

1 R 2 Z・Z幹事

平裕一様
徳永修様

会計
会計

大木寿之様

杉原寛様
小西郁吉様

佐々木会長挨拶に続き、 1 R・RC田部様、 1 R 2 Z・ZC日野様、尾道LC
会長御藤様からご挨拶をいただきました。
そして今期初の嬉しい入会式が執り行われ、フォルテシモ経営者佐々木
恭子様が入会されました。
続いて、2017年度決算報告、監査報告、決算承認、2018年度予算案発表・
承認、幹事報告、委員長報告、TTタイム等あり充実した内容で行われました。
大野第50代会長のライオンズローア、佐々木会長の閉会ゴングで終了い
たしました。
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【例会報告】

第1493回夕涼み例会

⃝開催日／8月3日
（金） ⃝場所／松江エクセルホテル東急

8 月 3 日（金）
、松江LC第1493回例会「夕涼み例会」が会場を移動し
て松江エクセルホテル東急で開催されました。
佐々木会長の挨拶で始まり、幹事報告、委員長報告、趣味部会の勧誘
と続き、佐々木会長の閉会ゴングで例会は終了しました。
例会後の懇親会は和田計画委員長の進行により佐々木会長の開会挨
拶、坂根336-D地区名誉顧問の乾杯で始まり、余興は委員会対抗「格付
けランキング」そしてベストドレッサー賞の発表と大変盛り上がり会員
間の親睦を深めることが出来ました。
最後は大野336-D地区GLTコーディネータのライオンズローアで終了
しました。

【例会報告】

第1494回例会

8 月17日（金）、松江LC第1494回例会がホテル一畑で
開催されました。今例会はビジターとして、336-D地区
常任名誉顧問 藤本幸嗣様（岩国桜LC）、336-D地区会計
監査委員 菊川尊樹様（岩国桜LC）
、336-D地区元キャビ

⃝開催日／8月17日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

そして先月に続き嬉しい入会式があり、松江朝酌郵
便局

局長

𫝆井泰久様が入会されました。

その後は長期在籍者表彰 、誕生祝贈呈、幹事報告、
委員長報告、TTタイム等あり、ライオンズローアは

ネット幹事 金田寛治様（岩国錦LC）をお迎えし、また 藤原茂紀第40代会長が行い佐々木会長の閉会ゴングで
336複合地区IT特別委員 大木寿之様を講師にお招きし行 終 了、 内 容 豊 富 な 例 会 で し た。 今 例 会 の 出 席 率 は
われました。

79.7％で今期最高でした。

佐々木会長挨拶に続き、藤本幸嗣様からご挨拶をいた
だきました。続いて336-D地区役員委嘱状並びに任命書
を藤本様より松江LCの役員に伝達していただきました。
そして336複合地区IT特別委員 大木様による国際協会
公式モバイル・アプリ「My Lion」研修会が行われました。
スマートフォン、タブレットからMy Lionへの登録の仕
方をわかりやすく説明していただきました。
MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

第1495回例会

⃝開催日／9月7日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

L.竹内房雄が転勤の為退会となり、例会最後にライオンズ
ローアを兼ねてご挨拶をいただきました。とても残念ではあり
ますが、今後は松江LCの子クラブであります出雲LCで大いに
ご活躍されますようご祈念申し上げます。
6 年間お疲れ様でした。
今回の例会の主な内容は次の通りです。
◉ゲストスピーチ
ゲストスピーチ
ワウテック（株） マネージャー 熊谷

ワウテック（株）パートナーセールス部
マネージャー

熊谷

元喜

元喜

様

様

演題「働き方改革の潮流」
◉ガイディング・ライオン認定証
公認ガイディング・ライオン

贈呈
L.大野美雄

◉誕生祝贈呈
L.後藤

L.亀田

【例会報告】

L.山延

L.西尾

L.矢田

第1496回例会

⃝開催日／9月21日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

9 月21日（金）、松江LC第1496回例会がホテ
ル一畑で開催されました。今例会には姉妹クラ
ブの広島鯉城LCより、会長 河野和壯様、幹事
肥田巌様、会計 栗川康芳様のクラブ 3 役の皆
様に例会訪問いただきました。佐々木会長挨拶
に続き、広島鯉城LC会長

河野和壯様

から

ご挨拶をいただきました。続いてアワード伝達
が行われました。
《プログレスMJFピン》L.坂根勝（15回目献金）
そして今期 3 人目の入会式が執り行われ、島
根電工（株）松江営業所執行役員・松江営業所
長

中島建治様が入会されました。そのあと、

事業委員会アクティビティ（第 1 次案）の発表
があり承認され、幹事報告、委員長報告、婦人
会役員会開催報告、TTタイム等あり、ライオ
ンズローアは原田瑞樹第55代会長が行い佐々木
会長の閉会ゴングで終了、充実した内容の例会
でした。今例会の出席率は今期最高81.16％で
した。
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【例会報告】

第1497回例会

⃝開催日／10月5日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

10月 5 日（金）、松江LC第1497回例会がホテル一畑で開催されました。
はじめに去る 9 月30日にご逝去された、特別終身会員

野口泰男様へ

謹んで哀悼の意を表し全員で黙祷を捧げました。
会長挨拶の後、ゲストスピーチは一般社団法人発明協会

福代功一様

をお招きし、『経営に「知財」を活かす～稼いでいる会社の縁の下の力持
ち～』という演題で具体例を交えながら大変興味深い貴重なお話をして
いただきました。
そして誕生祝贈呈、幹事報告、委員長報告と続き、松江LC第1500回
ゲストスピーチ
一般社団法人発明協会 福代功一様
演題『経営に「知財」を活かす
～稼いでいる会社の縁の下の力持ち～』

【例会報告】

記念例会についての説明が原田実行委員長からあり、TTタイム、出席
率の発表、今回のライオンズローアは足立守第56代会長が行い佐々木会
長の閉会ゴングで終了いたしました。

第1498回例会

⃝開催日／10月19日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

10月19日（金）、松江LC第1498回例会がホテル一畑で開催されました。
佐々木会長の挨拶で始まり、 8 月第二例会で開催された「My Lion」研
修会の応用・活用編が336複合地区IT特別委員 大木寿之様（松江葵LC）
を講師にお招きして行われました。また、10月第一例会にて概要が発表
された「第1500回CN記念例会」について原田瑞樹実行委員長より詳細の
説明がありました。そして幹事報告、委員長報告、TTタイム等あり、
井谷耕造第46代会長のライオンズローア、佐々木会長の閉会ゴングで終
了しました。

【例会報告】

第1499回例会

MyLion研修会応用・活用編
336複合地区IT特別委員大木寿之様

⃝開催日／11月2日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

11月 2 日（金）、松江LC第1499回例会がホテル一畑で開催されま
した。
佐々木会長の挨拶に続き、ゲストスピーチは日本赤十字社島根県
支部より福田直人様をお招きし、「赤十字防災セミナー～災害への
備え～」という演題でスピーチをいただきました。東日本大震災発
生時の石巻赤十字病院の記録動画等、わかりやすく災害への備えの
大切さをお話いただきました。誕生祝贈呈、幹事報告、委員長報告、
松江LC第1500回CN記念例会についての説明、TTタイム、出席率
の発表、また会う日まで、と続き安達盛二第57代会長のライオンズ
日本赤十字社島根県支部 福田直人様
「赤十字防災セミナー～災害への備え」

ローア、そして佐々木会長の閉会ゴングで第1499回例会が終了しま
した。
MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

例

会

第1500回CN記念例会

⃝開催日／11月16日
（金）
⃝場所／リーガロイヤルホテル広島

編

11月16日（金）
、松江LC第1500回CN記念例会がスポンサークラブ
である広島LC様への敬意と感謝の意を込めて、広島LC様の地元の
広島市のリーガロイヤルホテル広島で開催されました。1500回目の

絆、
つなぐ。未来へ、
つなぐ。
LIONS CLUB INTERNATIONAL 336D 1R 2Z

MATSUE LIONS CLUB

例会がチャーターナイトに当たるという奇跡に感謝し、当クラブの
誕生以来特別な絆で結ばれている多くの関係クラブの皆様とこれま
での長い歴史を振り返りながら盛大にCN記念例会を祝しました。
スポンサークラブ関係
神戸（ホスト）LC 3 名様、広島LC
姉妹クラブ
広島鯉城LC

28名様、宝塚LC

REGULAR MEETING
30名様

12名様

友好クラブ
尾道LC 5 名様
エクステンションクラブ
米子LC 4 名様、浜田LC 3 名様、出雲LC 3 名様、
松江湖城LC 7 名様、大東LC 5 名様、鹿島島根LC 2 名様、
松江葵LC 10名様
松江LC出席者46名

総勢158名

例会は佐々木幸美会長挨拶のあと広島LC様へ感謝状及び記念品
を贈呈、そしてスポンサークラブの広島LC会長
ご挨拶を頂戴し、ゲストクラブからは
森大介様、広島鯉城LC会長
治様、尾道LC会長

馬場伸之様より

神戸（ホスト）LC会長

河野和壯様、宝塚LC元会長

阪上春

御藤良基様よりご挨拶を頂戴しました。

そして嬉しい 2 名の入会式が執り行われ、松江ちどり法律事務
所

遠藤郁哉様、㈱又川工業

又川智様が入会されました。

佐々木会長の閉会宣言及び閉会ゴングで例会は終了しました。
例会のあとは懇親会へと続きます。
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会

編

懇親会は原田瑞樹実行委員長の歓迎の言葉、336-D
地区地区名誉顧問

坂根勝様の乾杯で始まりました。

しばしの歓談のあと、テレビ番組「笑点」の大喜利

大いに盛り上がりました。
そして時間まで歓談を楽しみ、また会う日まで、
336-B地区地区名誉顧問

別所清平様のライオンズ

をまねた余興が行われました。司会は原田実行委員長、

ローア、336-D地区GLTコーディネーター

回答者は神戸（ホスト）LC、広島LC、広島鯉城LC、

様の閉会の言葉で閉会しました。

宝塚LC、尾道LC、松江LCの各代表の皆様、そして座
布団運びはL.持田、回答者のおもしろい答えに会場は

大野美雄

ご縁の深い各クラブの皆様と親睦を深めることが
出来ました。

例会
11月17日（土）、広島県安芸高田市八千代カントリー倶楽部にて平成30年度第 2 回松江ライオンズクラ
ブCN記念例会ゴルフコンペを開催致しました。
このゴルフコンペは前日に広島市リーガロイヤルホテルにて開催致しました松江LC第1500回CN記念例
会を記念してゴルフ部有志にて行い、当日は天候も良く楽しくプレーをする事が出来ました。
【参加者】L.永原、L.井谷、L.鷦鷯、L.持田、L.竹田（宏）、L.山延、L.矢田
順位

氏

名

1

永原

秀治

46

51

97

24.0

73.0

2

井谷

耕造

51

46

97

22.8

74.2

3

持田

幸治

49

48

97

22.8

74.2

4

山延

祐也

40

48

88

12.0

76.0

5

矢田

邦敏

55

57

112

36.0

76.0

6

竹田

宏一

45

56

101

24.0

77.0

7

鷦鷯

治

46

55

101

16.8

84.2

以上 7 名（順不同）

ルート リバー グロス HDCP ネット

MATSUE LIONS CLUB
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例会
平成30年11月16日（金）、松江LC第1500回CN記念例会を、リーガロイヤルホテル広島に
て成功裡に終えることができました。
6 月25日、実行委員会初回会議にて実行委員長を仰せつかることになり、以来、 7 回の
委員会を開催し準備を進めてまいりました。
このCN記念例会は、私どものスポンサークラブであります広島LC様に、「心からの感謝
を伝えるにはどのようにすべきか」を一番に考え、その結果、広島の地でこの例会を開催し、
そして多くの広島LCのメンバー様をお迎えし、「広島で心からの感謝を伝えよう」というこ
ととなり、広島での開催と致しました。

第1500回CN記念例会
実行委員長

L.原田

瑞樹

広島で開催するにあたっては、いくつもの不安がありました。慣れない会場で上手く例会・
懇親会を進行できるだろうか、、、スポンサークラブであります広島LC、そして我が松江LC
から多くのメンバーにご参加いただけるだろうか、、、その他にも不安材料は尽きませんで
した。ですが、お陰様で当日は13クラブ154名の皆様にお越しいただき、盛大に記念の例会
を開催することが出来ました。
これもひとえに、松江LCの皆様の深いご理解と多大なご協力、実行委員会の皆様の行動
力、そして、事務局山根さんの支えがあったお陰です。本当にありがとうございました。
11月16日は、あらためて、「松江LCの底力は凄いな～」と感じた一日でした。

11月16日にリーガロイヤルホテル広島で開催された記念例会に参加させていただきあり
がとうございました。
広島に行く前は、何故、広島まで行くのかが不思議でなりませんでした。
第1499回例会の場で原田実行委員長から説明をいただき、その意図が良く分かりました。
松江LCをお導きいただいた親クラブである広島LCのお膝元である｢場所｣にお礼に伺う。
まさに1500回という節目に相応しいで場所であったと思います。
そんな素敵な発想に至る原田実行委員長をはじめとする実行委員会メンバーは新しく革
新的で、それでいて過去も大切にする。本当に素晴らしいと方々だと思います。

健康・福祉委員会
副委員長

L.杉峠

英広

佐々木会長スローガン｢守破離

～故きを学び新しきを創る～｣の具現化ができたと思い

ます。
当日の私は、有田MC委員長からの依頼でカメラマンを拝命し、写真撮影に奔走してい
ましたが、流石一流ホテルです、コース料理はおいしく気品が有り、アトラクションの｢笑
点｣も盛り上がり沢山の笑顔を写真に収めることができました。
最後になりますが、こんな素敵なメンバーと過ごす機会をいただいた事に感謝しつつ、
これからも、例会をはじめ渉外活動にも意欲的に楽しんで参加してみたいです。
関係者の皆様お疲れ様でした。

リーガロイヤルホテル広島へ到着。見事に設えが整った例会会場に心が躍ると同時に、
沢山の方に時間と労力をかけて準備頂いた事に頭が下がりました。いよいよ、13クラブ156
名が揃い本番の幕開け。洗礼された記念動画は松江LC第1500回CN記念例会の世界へとい
ざない、会場の一体感を生み出しました。佐々木会長の挨拶に感動し、ゲストの皆さんの
言葉に温もりを感じ、入会式では若いお二人の入会を会場全ての皆さんが喜び、惜しみな
い拍手が送られました。そして、懇親会の余興での大喜利は、頓智の聞いた回答の連発。
各クラブの皆さんの事前準備に「盛り上げてやろう」という優しさを感じた瞬間でした。意
を決して臨んだ今回の記念例会でしたが、改めて、ライオンズ魂を共感し、自分もメンバー

国際・教育委員会

L.山田さおり
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の一員であることを誇らしく思った一日でした。この奇跡の瞬間に導いて頂いたすべての
方に心から感謝いたします。有難うございました。

【例会報告】

第1501回例会

⃝開催日／12月7日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

主な内容は次の通りです

◯新会員への入会記念品贈呈

◯アワード伝達

◯会員スピーチ

①モナークシェブロン
40年 L.横山

20年 L.渡邊

15年 L.太田、L.小林
②ゴールドセンテニアルアワード
L.原田、L.坪内（浩一）

公認ガイディングライオン
L.大野美雄
『ガイディングライオンについて』
◯誕生祝贈呈
◯松江LC第1500回CN記念例会報告
.....といった内容でした。

【例会報告】

第1502回クリスマス忘年家族例会

会員スピーチ
公認ガイディングライオン
L.大野美雄

⃝開催日／12月21日（金） ⃝場所／ホテル一畑

12月21日（金）、松江LC第1502回クリスマス忘年家族例会がホ
テル一畑で開催されました。佐々木会長の挨拶で始まり、新会員
L.又川智への入会記念品贈呈、幹事報告、委員長報告と続き閉会
ゴングで例会は終了。懇親会は和田計画委員長の司会進行で、松
江フルートソサイエティーの皆様のフルート 4 重奏で開宴、坂根
地区名誉顧問の乾杯のあとしばしの歓談、余興は委員会対抗の
ゲーム大会～ぴったり飲みましょう～、奥様お子様お孫様も参加
いただき大いに盛り上がり会員間の親睦を深めることが出来まし
た。最後は全員で大きな輪になり「また会う日まで」、そして
横山統晨特別終身会員のライオンズローアで終了しました。
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新会員 紹 介
2018年 7 月入会
さ

さ

き

きょう

こ

L.佐々木恭子

1960年 7 月12日生

フォルテシモ
経営者

【飲食業】

（SP

L.岸本義之）

2018年 8 月入会
いま

い

やす

L.𫝆井

ひさ

泰久

1965年 6 月 4 日生

松江朝酌郵便局
局長

【郵便事業】

（SP

L.山﨑敏弘）

2018年 9 月入会
なか

しま

けん

L.中島

じ

建治

1968年 9 月 1 日生

島根電工㈱松江営業所
執行役員／松江営業所長
【電気工事業】

（SP

L.坪内浩一）

2018年11月入会
えん

どう

いく

L.遠藤

や

郁哉

1981年10月30日生

松江ちどり法律事務所
弁護士／中小企業診断士
【弁護士業】

（SP

L.原

章博）

2018年11月入会
また

がわ

L.又川

1987年 7 月23日生

㈱又川工業
代表取締役

【防水工事業】

（SP
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L.岸本義之）

さとる

智

佐々木恭子と申します。素晴らしい入会式を賜り誠にあ
りがとうございます。私は地域の皆様方に支えられ、途中
休憩もございましたが三十二年、伊勢宮で飲食店を営ま
せて頂いております。私の様な若輩者が、由緒ある松江
LCに、ご縁あり入会させて戴きました事を心から感謝して
おります。皆様方のご迷惑に成らぬ様に精一杯、努めて
参ります。どうぞご指導を賜ります様に宜しくお願い申し
上げます。

8 月17日に縁あって山﨑敏弘様のスポンサードで入会さ
せていただきました𫝆井泰久と申します。朝酌の地で郵便
局長として20年勤めさせていただいております。郵便局長
の理念は
「地域においしい水を提供し続けること」です。
その言葉を胸に、地域貢献を第一に取り組んできました。
これからは、ライオンズのモットー「We Serve」も心に追
加して地域に奉仕していこうと思います。ご指導、ご鞭撻
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

伝統ある格式の高い松江LCに坪内浩一様のスポンサー
により入会する運びとなりました。業務の都合上、 3 クラ
ブ目の入会となりますが、前所属クラブは孫クラブである
安来LCという事と1500回CN例会に参加し松江LCの歴史
の重さに感動すると共に入会できた事を誇りに感じていま
す。これからはクラブの会員様と一緒に “We Serve” の精
神でライオンズクラブの活動を楽しくやって行こうと思いま
す。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

このたび入会させて頂きました松江ちどり法律事務所の
遠藤郁哉と申します。弁護士として法律事務全般を行って
おりますが、中小企業診断士として経営相談を含めた業
務も行っております。私は生まれこそ山陰ですが育ちは関
西圏で、 5 年前に縁あって島根県に移住してきました。松
江の地にもようやく慣れつつあるところです。甚だ若輩者
ではありますが、皆様方におかれましてはご指導ご鞭撻の
ほど何卒お願い申し上げます。

この度、入会させて頂きました又川です。この度は歴史
と伝統のある松江LCに入会させて頂き大変嬉しく思いま
す。また入会式も広島での1500回チャーターナイトという
とても素晴らしいタイミングでの入会式で今後いつまでも
記憶に残る事と思います。今後は松江LCの益々の発展の
為、また地域貢献に微力ではありますが精一杯のお力添
えが出来ればと考えております。今後共よろしくお願い致
します。

【趣味部会】
レガッタ部

（部長：
原）

L.

松江LC趣味部会レガッタ部（原部長）が 8 月 4 日
（土）、 5 日（日）開催の第35回「松江市民レガッタ」
に 3 チーム出場いたしました。
1 日目に予選があり成績により 2 日目の決勝・準
決勝・敗者復活戦へと進みます。
今回の最強チーム L.近藤、L.池尻、L.古志野、L.和
田、箕浦さん（助っ人）目標は 2 部決勝進出。作戦
通り予選を 2 位、敗者復活戦を 1 位で通過し 2 部準
決勝に進みました。しかし準決勝はさすがにレベル
が高く結果は 3 位と決勝に進むことは出来ませんで
した。タイム差はほとんどありません。また来年挑
戦です。
あとの 2 チームもがんばりましたが敗者復活戦で
敗退という結果となりました。
猛暑の中、 2 日間お疲れ様でした。
【参加者】
L.安達（亨）、L.池尻、L.経種、L.太田（応援）
、L.古志野、L.近藤、
L.實重、L.杉峠、L.富田、L.原、L.宮本、L.山田、L.B山田、
L.和田、箕浦さん（L.原の知人）、L.有田

【趣味部会】
ゴルフ部

（部長：
矢田）

L.

（順不同）

10月 6 日（土）出雲空港カントリー倶楽部

10月 6 日（土）、出雲空港カントリー倶楽部にて平成30年
度第 1 回松江LCゴルフ部コンペを開催致しました。当日は
台風25号が接近しており、午後からは強風の中プレーを行
いましたが、雨に見舞われる事は無く最後までプレーを楽
しむことが出来ました。今回のコンペはＬ.竹内房雄送別コ
ンペも兼ねて行い開会式にて挨拶をして頂きました。退会
はされましたが今後出雲LC様で益々のご活躍を祈念してお
ります。
順位

氏

名

OUT

IN

GROS HDCP NET

1

山延 祐也

46

45

91

16.8

74.2

2

竹内 房雄

44

46

90

15.6

74.4

3

矢田 邦敏

56

52

108

33.6

74.4

4

三原 良樹

40

41

81

6.0

75.0

5

井谷 耕造

48

43

91

15.6

75.4

6

中尾 禎仁

50

54

104

27.6

76.4

7

竹田 宏一

52

52

104

25.2

78.8

8

永原 秀治

55

49

104

24.0

80.0

9

上野 親弘

46

49

95

10.8

84.2
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