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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～」

CONTENTS
退任のご挨拶………………………………………………………………………………………………… 1
336-D地区第65回年次大会報告… …………………………………………………………………… 6
336複合地区第65回年次大会…………………………………………………………………………… 9
尾道LCチャーターナイト60周年記念大会… …………………………………………………………… 9
広島鯉城LC、松江LC交歓会……………………………………………………………………………… 9
松江湖城LC認証55周年記念大会……………………………………………………………………… 10
健康・福祉委員会アクティビティ報告………………………………………………………………… 11
国際・教育委員会アクティビティ報告………………………………………………………………… 12
社会・奉仕委員会アクティビティ報告………………………………………………………………… 13
例会報告………………………………………………………………………………………………… 14
新会員紹介……………………………………………………………………………………………… 20
婦人会…………………………………………………………………………………………………… 20
趣味部会（ゴルフ部／カラオケ部）……………………………………………………………………… 21
2018年度年間のアクティビティ… …………………………………………………………………… 22

会長退任のご挨拶

第63期会長

L.佐々木 幸美
歴史と伝統を誇る松江LCの第63代会長を拝命し、何とか無事に任期を終えることが出来ま
した。
私の会長スローガン「守破離」にありますように、この激動の時代を乗り切るためには伝統
を守りつつ、日々の変化に柔軟に対応していくことが重要と考えます。今期の幕開けは西日
本豪雨災害に始まり、北海道胆振東部地震、度重なる台風被害など、辛いニュースが続きま
した。そのような想定外の状況の中、迅速かつ正確に様々な対応をすべく、ご指導いただき
ました諸先輩方、ご厚情を賜りましたメンバーの皆様に心より御礼申し上げます。
11月には第1500回チャーターナイト記念例会を、遠く広島の地で開催いたしました。親ク
ラブの広島LCに敬意を表しての広島開催の意義を皆様にご賛同いただき、遠方にも関わりま
せず多数ご出席賜りました。これも伝統を重んじつつ、新しい取組みも受け入れて下さる、
クラブメンバーの皆様の懐の深さの賜物と重ねて御礼申し上げます。
3 月には尾道LCとの姉妹クラブ提携を結ばせていただき、親しい友人から兄弟へ、クラブ
の歴史に新たな 1 ページを刻むことが出来ました。これからの両クラブのより一層のご交誼
が今から楽しみです。
対外的には、広島、広島鯉城、尾道、米子、浜田、出雲、大東、鹿島島根、出雲レークヒル、
大社など計14回、他クラブの周年や例会訪問に出席し、クラブ間交流を通じて、非常に良い
経験を積ませていただいたと感じております。
対内的には、運営委員会の皆様には、会員の資質向上、運営規定の改正、MyLionの活用、
例会の出席率の向上他、様々な課題に取組んでいただき、目に見える成果を上げていただき
ました。
事業委員会の皆様には、各委員長のリーダーシップに基づき、様々なアクティビティを企画、
実行していただきました。この挨拶文を執筆するにあたり、会報を読み直し、かくも多くの
ボランティア活動を、夏の暑い中、冬の寒い中を問わず、真摯に取組んでこられた皆様の姿
に改めて感動致しました。
このように、運営・事業の各委員会の皆様にご尽力とご協力を賜りましたおかげで、 4 月
の地区年次大会におきまして「総合最優秀クラブ賞」という、最も名誉ある素晴らしいアワー
ドを受賞することが出来ました。心より御礼申し上げます。時の会長を務めさせていただき、
身に余る光栄です。
最後になりましたが、 1 年間こんな私を支えてくれた岸本幹事、池尻会計、原LT、宮本
TTに心より感謝申し上げ、次年度以降の松江LCの益々のご発展を祈念し、私の退任の挨拶
とさせていただきます。
皆様、本当にありがとうございました。
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幹事退任のご挨拶
昨年初めに、佐々木第一副会長（現会長）より幹事職をお願いされ、
「 5 役経験も
無い私が松江LCの幹事だけは」とお断りしましたが、熱のこもったお願いといろ
いろ諸先輩方の意見も伺い考えた結果受けさせて頂きましたが、 5 月からの準備段
階から始まり、今考えてみますと私には幹事職は大変な職務だと痛感致しました。
ライオンズクラブのことを何一つ把握していない自分で一年間本当にやっていける
のか大変不安に思いました。それでもようやく半年が終わり、地区年次大会、複合
幹事

L.岸本義之

年次大会も終わり何とか終えることが出来ました。
これもスタッフの皆様、各委員長・副委員長の皆様を初め全会員の皆様のご協力
を頂きまして一年間大役を務めることが出来ました。改めて松江LCに入会させて
頂き本当に良かったと思います。
一年間大変お世話になりありがとうございました。感謝申し上げます。

会計退任のご挨拶
この一年を振り返り、己の不甲斐なさを感じながら原稿を書いております。
予算の作成、毎月の収支決算報告、想定外の事案への対応など、とても会計とし
ての責務を全うできたとは思えません。只々、反省をする次第でございます。しか
しながら、何とか任期終了を迎えられるのも、佐々木会長、岸本幹事、そして井谷
財務委員長をはじめとする財務委員会の皆様、その他会員の皆様、事務局の山根さ
んのお力添えがあったからこそと実感しております。この場を借りて改めて感謝申
会計

L.池尻

悟

し上げます。大変ありがとうございました。
一方で、このような貴重な経験をさせていただき、新たに学べることも数多くあっ
たように思います。この経験は必ずや私の成長に繋がることと信じております。未
だ役員経験のない方に於かれましては、今後お声掛けがあった際には是非ともお引
き受け頂いたくことをお勧めいたします。池尻でもできましたので（笑）
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LT退任のご挨拶
昨年 7 月にLTを拝命して以来あと何回、あと何回と例会ごとに数えてきました
が、残す任期もわずかになった今、振り返ってみますとやり終えた満足感よりも皆
様に多大なご迷惑をお掛けした後悔で一杯です。慣れてくるとともに注意力散漫に
なり原稿の読み間違い、時間配分の不手際等々会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け
したこと、この場をお借りして心よりお詫び申し上げます。
また間違いがある度に、佐々木会長をはじめとする 3 役の皆様、和田計画委員長
ライオンテーマー

L.原

章博

をはじめとする計画委員会の皆様、宮本TTそして事務局の山根さん、何よりも会
員の皆様方にはいつも本当に温かい目で見守っていただきましたこと、心より感謝
申し上げます。
クラブ運営についてよく知らない私を 1 年間支えてくださいました会員の皆様方
に重ねて感謝申し上げるとともに、今後この貴重な経験をクラブ活動に活かし更な
るクラブ活動に精進してまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いい
たします。 1 年間本当にありがとうございました。

TT退任のご挨拶
クラブ在籍年数が浅くクラブ運営については知らないことばかりでしたが、皆様
に助けられて大変有意義な 1 年間を過ごすことができました。
皆様からの多額のドネーション頂戴いたしまして御礼申し上げます。 1 年間あり
がとうございました。

テールツイスター

L.宮本紀之

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

L.安達盛二

筆頭理事としての使命を常に心掛け、クラブのこと、委員会のことをあれこれと思い、
迷い、決断しながら過ごしているうちに、大きな達成感もないままお役目を終えようと
しています。今期の一番の悲しい出来事は、私ごとですが母との永遠の別れがやってき
てしまったこと、そしてLC会員として一番残念だったことは、そのために「1500回CN
記念例会」に参加できなかったことでしょうか。
会員増強については、スタッフを中心として皆様方に一生懸命に努力していただき、
7 名の新会員をお迎えできましたし、例会出席率も目標の70％越えも何とか達成でき、
純例会100％出席表彰者も例年より多くなりそうで安堵しております。最後に、特に佐々
木会長と岸本幹事の一年間のご尽力に心から敬意を表し、また会員の皆様方に深く感謝
を申し上げご挨拶と致します。

情報・指導力委員長

L.坪内浩一

本年度は、佐々木幸美会長のスローガン「守破離～故きを学び新しきを創る～」に即
して、松江ライオンズ運営規程にメークアップの条文追記及び会員心得 4 、服装につい
ての改正をさせていただきました。これまでの規程文を大切にしつつ、時代に適した内
容に変えたことで、会員皆様のクラブライフがより快適なものになれば幸いに思います。
委員会の皆様は、ライオンズ在籍永年者で役職経験豊かな方々であります。私には、
クラブ見識を高めることのできた良い一年でありました。皆様に感謝申し上げ、退任の
御挨拶といたします。

財務委員長

L.井谷耕造

会員数の減少に伴い年々クラブ運営が厳しくなっています折にも拘わらず、今年度は
会長はじめクラブスタッフのご尽力により堅実的な運営が行われました。
特筆すべきは、この厳しい財務状況の中でも地区ナンバーワンクラブとして他クラブ
のお手本となる1500回CN記念例会を成功させ、その上ガバナー最優秀クラブ賞も受賞
いたしました。これ偏に先輩諸氏の寛容のお心とクラブメンバーの力の結集と感謝を申
し上げます。周年事業積立金を一部活用させて頂きましたが、資金の有効活用と考え松
江クラブの今後の周年を含めた活動の大きな一歩となったと確信しております。
行き届かぬ点も数々ございましたでしょうが、お陰様で大役を全うでき心より感謝申
し上げます。

計画委員長

L.和田淳一

3 年前、佐々木会長より計画委員長の依頼があり、
「はい、喜んで！」と言ったものの、
私に役が務まるのか、不安一杯でした。委員長になるまで、 2 年間計画委員会の配属で
したので、心の準備はできていました。
計画委員長は、75分間の例会を年間24回、企画・運営しなければならず，またナイター
例会での余興等もあり、事業委員長とは違い、年間通して忙しい年でした。今回は、委
員会のメンバーの出席率もよく、様々なところで助けていただきました。
皆様のご協力により、無事一年間終えることができ、やり終えたとういう達成感があ
ります。ありがとうございました。
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マーケティング・コミュニケーション（MC）委員長

L.有田

律

会報はこの 3 号が今期最終号、Facebookには年間71回投稿し情報発信いたしました。
ITに強くない委員長が役目を果たすことが出来たのも、ひとえに佐々木会長はじめ
スタッフの皆様、原田副委員長、MC委員の皆様、会員の皆様にご協力いただいたおか
げと深く感謝いたしております。投稿した写真やコメントはこれで良かったのか？と考
えてみると不満が残るところがあります。どうかご容赦いただければと存じます。そし
てこの一年、様々な行事への参加を通してLCの活動の意義や大切さを再認識いたしま
した。また写真を撮る機会がたくさんあり写真の難しさや楽しさを実感した一年でもあ
りました。大変有意義な一年でした。本当にありがとうございました。

社会・奉仕委員長

L.西尾清文

山延副委員長をはじめ、委員会の皆様よりのご協力があって何とか委員長の任を果た
すことができそうです。
主なアクティビティを振返ってみますと、昨年秋には、スペシャルオリンピックストー
チランがありました。障がいを持つ方々と素敵な時間を過ごすことができました。また
今年春には、災害時ボランティアリーダー育成事業「水」と銘打って高校生JRC部の皆
さんと命と水の繋がりについて学びました。後日、各校内での発表会においても大変に
好評であったと聞いています。
私自身も様々なアクティビティを通して、色々と貴重な経験をさせていただきました。
1 年間本当にありがとうございました。

健康・福祉委員長

L.金津

健

健康・福祉委員会を仰せつかり約 1 年ですが、会員の皆様、委員会の皆様のご協力に
より、無事に終えようとしております。当委員会の主要事業としまして献血推進活動・
献眼登録推進活動がございますが、島根大学・イオン松江ショッピングセンターでの活
動を通して、微力ではございますが、社会貢献に繋がったのではないかと思っておりま
す。最後になりますが、委員長という貴重な経験の機会を与えていただいた佐々木会長、
いつも助けていただいた、山本第二副会長、岸本幹事。いつも協力をいただいた杉峠副
委員長をはじめ委員の皆様、そして全ての会員の皆様。抜け漏れがないようにいつも気
配りいただいた事務局の山根さん。皆様方に改めて御礼申し上げます。一年間大変お世
話になりました。ありがとうございました。

国際・教育委員長

L.福田真也

国際・教育委員長を仰せつかり、あっという間の一年でした。様々な場面でご支援下
さった佐々木会長をはじめスタッフの皆様、委員会の皆様、クラブメンバーの皆様に心
より感謝申し上げます。
今年度は、二週連続の台風襲来のため、松江LC杯松江市中学校野球大会が中止になり、
皆様にご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
一方、会長スローガンである「守破離～故きを学び新しきを創る～」に則り、過年度
のアクティビティを学び、「トロッコ列車『奥出雲おろち号』に乗って」を企画・実施し
ました。皆様のご支援により子供たちの笑顔を見ることが出来てよかったです。
一年間、本当にありがとうございました。
MATSUE LIONS CLUB
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336-D地区第65回

年次大会報告
4月20日㈯・21日㈰（周南市文化会館）

前夜祭・式典

L.原田瑞樹

第 1 分科会

L.安達盛二

前夜祭は 4 月20日（土）、18時より光市のホテル松

今年の代議員会は、「周南市文化会館」において開

原屋にておこなわれました。乾杯の前に、山口県光市

催されました。担当の「第 1 分科会」は、大野美雄

に住む、全盲ピアニストの磯村靖幸様のピアノ演奏が

GLTコーディネーターが副委員長として雛壇に着か

ありました。

れ、佐々木会長と私が一般席で参加しました。キャビ

乾杯後は、ジャズの生演奏、ひかり太鼓のアトラク

ネット副幹事（出雲中央・次期キャビネット幹事）の

ションで大いに盛り上がり、あっという間の 2 時間で

矢田二三夫様の司会により、 2 R 1 Z、ZC武部昭様の

した。

ご挨拶で始まりました。大島資格審査委員より、登録

前夜祭から一夜明けた21日（日）、周南市文化会館

総数・投票総数の発表があり、まずは重要な議案審議

にて、 9 時15分より各分科会、10時20分より代議員総

に進んでいくものと思いきや、各コーディネーターの

会、そして11時50分から年次大会が開催されました。

報告に終始し、最後まで提出議案の説明すらなかった

特筆すべきは、我が松江LCが最優秀クラブ賞を受
賞したことです。

のには驚きました。
後でわかったことですが、もともとのプログラムに

これもひとえに、佐々木会長、岸本幹事、池尻会計、

も議案審議項目は一切なく、何と総会でいきなり中林

原LT、宮本TT、スタッフの皆さんの努力と苦労の賜

ガバナー本人（議長）が、各議案項目の説明から拍手・

物だと思います。本当におめでとうございました。

承認まで、まさに有無を言わせずあれよという間に採
決されたことには、こんなやり方もあるのかと本当に

【前夜祭参加者】
L.坂根、L.大野、L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、
L.原、L.安達（盛）、L.井谷、L.和田、L.伊瀨、L.塔村、L.竹田（彰）、
L.安達（亨）、L.中村、L.小坂、L.原田

以上18名（順不同）

GST・GLT・GMT・ITの 5 人のコーディネーターが、
それぞれの使命をきちんと果たさんがための「各種セ
ミナー」の開催とその成果、今後の課題等について報

【年次大会参加者】
L.坂根、L.大野、L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、
L.原、L.安達（盛）、L.井谷、L.和田、L.伊瀨、L.塔村、L.竹田（彰）、
L.安達（亨）、L.中村、L.小坂、L.杉峠、L.佐々木（恭）、L.又川、
L.原田

び っ く り で し た。 こ の 分 科 会 の 報 告 は、FWT・

以上21名（順不同）

告と各人の所見について発表されました。
例年だとこの「第一分科会」は、重要な議案審議や質
疑等で、時間一杯かオーバーするケースがありますが、
単なる報告だけで閉会となったため、20分も早く散会
となる異例の分科会でした。これもまた語り継がれる
貴重な経験となりました。以上ご報告申し上げます。

第 2 分科会

L.永原秀治

第 2 分科会は、MC・国際関係・LCIFの分科会でした。
審議事項は無く、各委員長、コーディネーターから
の報告のみで15分程度で終了しました。
今年度のLCIFは昨年に続き 2 年連続で参加全クラ
ブ100％であったことが報告され、336-D地区90クラ
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ブのMJF献金の合計は110、献金数で12,263,000円、そ

派遣要請があるが、島根県では警察が派遣の

の他献金が15,634,972円で拠出金学合計は27,897,972円

窓口でありライオンズクラブに認定講師の派

だったそうです。

遣要請がない。今後積極的に行政への働きか

松江クラブは 3 名のMJFで総合計は664,000円とこ
こだけを見ると少ないように感じますが、広島LC、

けが必要ではないか。
（ 2 ）認定講師を取得しても取得するだけで役立て
てない人が多い。ライオンズクラブ全体がもっ

広島鯉城LC、尾道LCに見舞金を直接お渡ししたこと
を考えると致し方ないことかと思われます。
今年度よりLCIFキャンペーン100が開始されました。
ガバナーからは「このキャンペーンは2021年までに
年間 2 億人以上の不幸な人々にライオンの奉仕を可能

と真剣に薬物乱用防止に取組む必要がある。
（ 3 ）講師の勉強会の開催が必要ではないか。
◦ライオンズクラブクエストについて
（ 1 ）今後公金（LCIF）の拠出がなくなり財政的に
運営が厳しくなるため、今後の課題として早

にするために、交附金を世界のライオンズクラブの正
会員の皆様から毎年$100を 3 年間献金していただくも
のであります」とされています。

急に対策を考える必要がある。
（ 2 ）ライオンズクエスト全国大会に336-D地区から
は 2 名参加しかなく、各クラブの意識が低い

コーディネーターからは、会員数の減少による拠出

のではないか。

金の減少と自然災害の増加による支援金の増加で資金

これらの活動報告及び意見発表の後、組嶽地区名誉

も減少していることもあると言われました。ですが年

顧問、加藤地区名誉顧問、光貞地区名誉顧問の総評が

間一人$100の拠出金はもちろん強制されておらず各ク

あり、定刻の10時に閉会しました。

ラブのキャンペーンに対する温度差によって集まる金
額もまちまちだそうです。
来年度の松江LCの目標額は現在の会員数、112円の
レートで795,200円となります。

第 3 分科会

第 4 分科会

L.岸本義之

第 4 分科会は保健福祉環境保全についての委員会で
9 時15分から 6 R、 1 Z宇部LCの俵ゾーンチェアパー

L.原

章博

4 月21日（日） 9 時15分より周南市文化会館にて、
第 3 分科会（青少年健全育成分科会）が開会されまし
た。この分科会での決議事項は無く、笠原高六郎青少
年健全育成委員長（防府LC）より以下の活動報告及び
意見発表がありました。
【報告】
◦平和ポスターコンテスト…「思いやりは大切なこと」
をテーマに43クラブより1,486点の応募があり地区
最優秀作品は赤木小学校 6 年生（赤木LC）の作品に
決定

ソンの挨拶から始まり、協議事項は特になく防府LC
の神田委員長のEM菌についての意見発表があり、東
日本大震災で福島原発事故の福島県の一部の山中に
EM菌を散布したら放射能レベルがかなり低くなった
ことや岡山県の児島湾に接する川もEM菌で大変きれ
いな川になったようであるとの意見報告があった。
特に近年島根県でもEM菌の利用が多く浸透して
いる。
（EM菌とは乳酸菌、酵母菌など80種類の微生物を
培養して、土地改良剤として開発されたもの）
また、献血・献眼もライオンズメンバーが率先して
やっていただきたい。

◦薬物乱用防止教育認定講師養成講座…島根・山口会
場にて37名受講し全員が認定登録
◦薬物乱用防止教室… 1 ～ 3 Rで 9 校（小学校 6 校、
中学校 3 校）
、 4 ～ 7 Rで27校（小学校10校、中学校
11校、高校 6 校）の開催
◦ライオンズクエスト…校内型ワークショップ 1 回
（東出雲LC）、クエストセミナー 2 回（出雲LC）
【意見発表】
◦薬物乱用について
（ 1 ）山口では薬物乱用防止に行政が積極的であり
各ライオンズクラブと連携をとり認定講師の
MATSUE LIONS CLUB
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第 5 分科会

L.和田淳一

のなかで協議提案 1 号の指名選挙委員会で次期地区ガ

第 5 分科会は、YCEについての分科会でした。

バナーとして出雲中央LCの福代明正様が推薦され決

冬季・夏期の年 2 回派遣の受け入れを行っており、

定されました。そして次期第一副地区ガバナーとして

今年度夏季は 3 カ国から 5 名を受け入れをしました。

下関東LC澤たつみ様が推薦され選挙結果（投票数272

2019年～2020年度の夏季サマーキャンプは、「瀬戸

票・賛成265票）で決定されました。また次期第二副

内海を楽しみ、周防地区の文化に触れる」という目的

地区ガバナーとして松江湖城LC坪内幹雄様が推薦さ

で行われます。内容としては、「マリンスポーツ体験」

れ（投票数270票・賛成258票）でそれぞれ決定いたし

「武道体験」「日本文化体験」等予定しています。
1 ～ 7 Rのすべてのクラブで、派遣受け入れに対し

ました。
また、協議提案 2 号で336複合地区2019～2020年度

手を挙げることを目標にしているが、積極的なクラブ、

複合地区会費を会員一人当たり280円と、複合地区緊

そうでないクラブと温度差がある。

急援助資金不足額補充として、会員一人当たり400円

今後も、世界平和に向かって積極的に活動していき
たいと報告がありました。

代議員総会報告

年度の上半期地区会計報告、監査報告があり、すべて
L.岸本義之

した。大会議長の中林ガバナーのあいさつ後、各委員

MATSUE LIONS CLUB

の拠出をお願いしたいと言うことも決定しました。
会計報告では前年度地区会計報告及び監査報告と今

4 月21日（日）の10：20から代議員総会が行われま
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会報告並びに裁決がありすべてが可決されました。そ

が承認されました。
最後に、第66回地区年次大会は2020年 4 月18日（日）
に出雲市で開催され、ホストクラブは336-D地区 2 R
の 5 クラブで開催予定とのことでした。

336複合地区第65回年次大会…

⃝開催日／5月25日
（土）
・26日
（日） ⃝場所／岡山県

令和元年 5 月25日（土）26日（日）、岡山県に於いて、ライオン
ズクラブ国際協会336複合地区第65回年次大会が開催されました。
25日は岡山県総社市「鬼ノ城ゴルフ倶楽部」にて記念ゴルフ大会、
岡山市「ホテルグランビア岡山」にて前夜祭、26日は岡山県総社
市「総社市スポーツセンター・きびじアリーナ」にて代議員文化会・
代議員総会・大会式典が執り行われました。
【参加者】
L.坂根、
L.佐々木（幸）、
L.永原、
L.岸本、
L.池尻、
L.原、
L.和田 以上 7 名（順不同）

尾道LCチャーターナイト60周年記念大会…

⃝開催日／3月16日
（土） ⃝場所／西山別館

3 月16日（土）
、尾道LCチャーターナイト60周年記念大会が西山別館で開
催され松江LCから 6 名が参加いたしました。尾道LC御藤良基会長のご挨拶、
ご来賓の皆様方のご祝辞の後、厳粛な雰囲気の中、広島LC会長馬場伸之様
立会人のもと松江LC・尾道LC姉妹クラブ締結式が執り行われました。尾道
LCの皆様方は、2015年11月29日、松江LC60周年記念大会にて友好クラブ締
結の日から 4 年の歳月をかけて姉妹クラブ締結の日を迎えられたことを喜ぶ
とともに、これから更に松江LCと末永く交流が深まり絆が強くなることを
願っておられました。その後懇親会で交流と親睦を深めることができました。

広島鯉城LC、松江LC交歓会…
【ゴルフの部】
平成31年 4 月27日（土）
、広島県山県郡北広島町の千代田ゴルフ
倶楽部にて松江LC・広島鯉城LC交歓ゴルフ大会が開催されまし
た。この交歓ゴルフ大会は毎年行っており、松江LCゴルフ部を中
心に参加しております。当日は連休の初日、もうすぐで 5 月なの
に気温が低く、また風も強い中でのプレーでしたが広島鯉城LCの
皆様との交流が出来、楽しくプレーをすることが出来ました。
【参加者】
L.井谷、L.永原、L.鷦鷯、
L.持田、L.三原、L.實重、
L.矢田、L.又川


以上 8 名（順不同）

⃝開催日／4月27日
（土） ⃝場所／広島県

順位

氏

名

OUT

IN

1

清水

惇

48

52

GROS HDCP NET
100

26.4

73.6

2

栗川 康芳

45

47

92

18.0

74.0

3

三原 良樹

46

43

89

14.4

74.6

4

矢田 邦敏

50

50

100

25.2

74.8

5

畠藤

誠

48

45

93

18.0

75.0

6

落合

拓

41

46

87

10.8

76.2

7

高丸 和志

41

42

83

6.0

77.0

8

砂連尾 忠度

49

50

99

21.6

77.4

9

井谷 耕造

52

51

103

25.2

77.8

10

西広 隆志

45

43

88

8.4

79.6

11

永原 秀治

54

45

99

19.2

79.8

12

増田 一也

51

54

105

25.2

79.8

13

鷦鷯

治

60

52

112

31.2

80.8

14

實重 正樹

54

63

117

36.0

81.0

15

持田 幸治

61

49

110

28.8

81.2

16

三浦 真一

50

47

97

15.6

81.4

17

又川

智

54

52

106

22.8

83.2

18
19

水中 誠三
原田 俊則

53

51

104

19.2

84.8

58

51

109

21.6

87.4
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【観光の部】
朝からゴルフ組と観光組に分かれ、私（投稿者）は観光に参加し
ましたので報告します。
11時に広島駅に集合➡お好み焼き体験スタジオ➡広島駅エキエ
見学➡熊野筆「晃祐堂」筆作り体験、という盛り沢山な内容でした。
【参加者】
L.坂根、L.佐々木（幸）、L.岸本、L.安達（盛）、L.原、L.赤名、L.原田


以上 7 名（順不同）

【交歓会】
4 月27日（土）、19時よりリーガロイヤルホテル広島にて交歓会が開
催されました。
広島修道大学軽音楽部の皆様の演奏の余興が行われました。
【参加者】
L.赤名、L.安達（盛）、L.井谷、L.岸本、L.坂根、L.鷦鷯、L.佐々木（幸）、L.實重、L.塔村、
L.永原、L.原、L.原田、L.又川、L.三原、L.持田、L.矢田

以上17名（順不同）

松江湖城LC認証55周年記念大会…
5 月18日（土）14時より、ホテル一畑に於いて【松江湖城LC
認証55周年記念大会】が盛大に開催されました。式典では、ス
ポンサークラブ会長の挨拶として、我が松江LC佐々木会長よ
り、いつものように堂々とした立派な挨拶がありました。佐々
木会長、大変お疲れ様でした。
記念事業としましては、「盲導犬育成事業支援金100万円」、
「ライオンズクラブ国際財団 LCIF献金50万円」をそれぞれ寄付
されました。
【参加者】
L.坂 根、L.藤 原、L.後 藤、L.井 谷、L.佐 々 木（幸）、L.鷦 鷯、L.足 立、L.竹 田
（宏）、L.永 原、L.山 本、L.岸 本、L.池 尻、L.伊 瀨、L.経 種、L.小 林、L.佐 々 木
（恭）、L.實重、L.竹田
（彰）
、L.又川、L.持田、L.山﨑（秀）、L.原田

（順不同）

【ゴルフ大会】
5 月17日（金）出雲空港カントリー
倶楽部にて松江湖城LC認証55周年記
念ゴルフ大会が開催されました。
【松江LC参加者】
L.永原、L.竹田（宏）、L.矢田、L.又川
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以上 4 名（順不同）
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以上22名

⃝開催日／5月18日
（土）
⃝場 所／ホテル一畑

健康・福祉委員会
1 月島根大学

委員長

献血リレーキャンペーン

L.金津

健

1 月16日（水） 島根大学

1 月16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25名 採血22名 献眼登録13名
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.山本、L.岸本、L.池尻、L.原、L.古志野、L.竹内、L.村上、
L.又川、L.杉峠、L.金津

2 月イオン松江店

以上10名（順不同）

バレンタイン献血

2 月11日（月・祝日）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実施いた
しました。健康・福祉委員会（金津委員長）主導のも
とご来店された皆様へ献血協力の呼び掛け、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。
結果：申込者47名 採血33名
また、17名の方に献眼登録していただきました。

2 月11日（月・祝） イオン松江店

ご協力いただきました皆様、誠にありがとうござい
ました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、L.安達（盛）、
L.金津、L.佐々木（恭）、L.杉峠、L.富田、L.中村、L.又川、L.原田、
LB.原田、L.村上、L.矢田、L.有田

以上17名（順不同）

【献血者】
L.永原、L.富田、L.村上

4 月島根大学

献血リレーキャンペーン

以上 3 名（順不同）

4 月 9 日（火） 島根大学

4 月 9 日（火）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。約50名の皆様に献血のご協力
をいただきました。ありがとうございました。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.安達（盛）、L.古志野、L.山田、
LB.山田、L.佐々木（恭）、L.杉峠

以上 9 名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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第20回島根県障がい者スポーツ大会フライングディスク競技会ボランティア活動参加

6 月 1 日（土） 松江B＆G海洋センター

6 月 1 日（土）、第20回島根県障がい者スポーツ大会フ
ライングディスク競技会が松江B＆G海洋センターで開催
されました。この大会は、障がいのある人が、競技を通じ
てスポーツの楽しさを体験するとともに、県民の障がいに
対する理解を一層深め、障がい者の社会参加促進に寄与す
ることを目的に開催されます。松江LCはボランティアス
タッフとして大会のお手伝いをさせていただきました。選
手をはじめ大会関係者の皆様、暑い中大変お疲れさまで
した。
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.岸本、L.池尻、L.井谷、L.安達（盛）、L.古志野、
L.宮本、L.金津、L.杉峠、L.實重、L.山田、L.佐々木（恭）、L.𫝆井、
L.有田、L.富田

以上16名（順不同）

国際・教育委員会

委員長

国際平和ポスターコンテスト表彰式
3 月14日（木）松江市立第三中学校において2018～
2019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ました。336複合地区では
15,011点、336-D地区からは1,485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。

12

MATSUE LIONS CLUB

L.福田真也

3 月14日(木)

松江市立第三中学校

【参加者】
L.佐々木（幸）、L.岸本、L.福田、L.有田 以上 4 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「水」
3 月24日（日）上乃木はつらつ体育館にて地元高校
生JRC部の生徒さんを対象として『災害時地元ボラン
ティアリーダー育成事業「水」』を開催しました。午前
中は大型バスで忌部浄水場へ見学に行き、案内説明し
ていただきました。昼休憩には非常食のアルファー米
を。初めて食べた参加者も多く、様々なリアクション
で賑わいました。そして午後からは、松江水道の歴史
と災害地での活動を学んだ後、災害発生時に断水した
という想定で実技訓練を行いました。講習会の終わり
に、各班でグループワークを行い、まとめとしました。

L.西尾清文

3 月24日（日） 上乃木はつらつ体育館

総勢62名の多くの方にご参加いただき、貴い研修にな
りました。ご参加いただいた生徒・顧問の皆様、お疲
れ様でした。（社会・奉仕委員会 委員長L.西尾清文）
JRC部生徒34名 顧問 6 名
【参加者】
L.佐々木（幸）、L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、L.安達（盛）、
L.伊瀨、L.経種、L.遠藤、L.太田、L.門脇、L.竹田（彰）、L.塔村、
L.西 尾、L.原、L.宮 本、L.矢 田、L.山 田、LB.山 田、L.山 延、

L.和田、L.有田

以上22名（順不同）

「日本列島クリーン大作戦」宍道湖岸清掃
6 月 9 日（日）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］があり松江LCも参加い
たしました。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」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

6 月 9 日（日） 宍道湖岸

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。
【参加者】
L.永原、L.山本、L.岸本、L.池尻、L.安達（盛）、L.井谷、L.経種、
L.上野、L.遠藤、L.太田、L.大野、L.門脇、L.佐々木（恭）、L.實重、
L.杉峠、L.竹田（彰）、L.富田、L.中島、L.西尾、L.野津（富）、L.三原、
L.矢田、L.山延、L.和田、L.有田

以上25名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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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10日（木） ⃝場所／ホテル一畑

1 月10日（木）ホテル一畑平安の間にて松江 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.竹田宏一、L.岸本義之、L.山延
祐也、L.中村誠の 4 名（該当者 6 名）が参加いたしました。例
会は今回のホストクラブの松江葵LC坂本俊雄会長の開会宣言
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、そのあと松江葵LC坂本俊雄会長挨拶、
松江葵LC中尾大介幹事による幹事報告があり、閉会ゴングに
て閉会。新年賀会は、松江東高校書道部の皆様の音楽に合わせてダンスをしながら大きな紙に書を書き上げる書
道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LC佐々木幸美会長による乾杯で開宴、
新年にふさわしい日本舞踊光華流「祝賀の舞」あり、最後は全員で「また会う日まで」そして松江湖城LC川井和
雄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1504回例会…

⃝開催日／1月18日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

1 月18日（金）松江LC第1504回例会がホテル一畑で開催されました。佐々木会長挨拶のあと、麻薬・覚せい剤
乱用防止に功績のあった者に対する「厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰」として、本年度当クラブが表彰され
ることとなり、松江保健所より伝達式が執り行われました。また、
1 月はライオンズ創立者報恩の月にあたり永年功労者（在籍20年以
上）を讃え 7 名の皆様に花束が贈呈されました。（対象者18名）そし
て会員スピーチはL.杉峠英広【演題】『弊社の事業について』、わかり
やすく丁寧にお話しいただきました。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、TTタ
イム等あり、名誉会員の坪内孝満第33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、充実した内容の例会でした。

会員スピーチ

【例会報告】

L.杉峠英広

第1505回例会…

⃝開催日／2月1日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

2 月 1 日（金）松江LC第1505回例会がホテル一畑で開催されました。 2 月は「元地区ガバナーの月」というこ
とで、松江LCが輩出した地区ガバナーを讃えて、L.坂根勝に記念品のが行われました。この他、アワード伝達（モ
ナークシェブロン）、会員スピーチはL.又川智【演題】
『私が見てきたもの、そしてこれから…』、熱く語ってい
ただきました。誕生祝贈呈、幹事報告、委員長報告、T・Tタイム等あり、ライオンズローアは第58代会長L.後
藤勇が行い、出席率は今期 2 回目の80％超、充実した内容の例会でした。

会員スピーチ

L.又川

智

MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

第1506回例会…

⃝開催日／2月15日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

2 月15日（金）松江LC第1506回例会がホテル一畑で開催されました。
佐々木会長挨拶で始まり、今例会はゲストに野村アセット・マネジメ
ント（株）金融法人営業部ジェネラル・マネージャー 柴田吉丈様をお
迎えしスピーチを頂戴いたしました。「貨幣価値に代替する資産とは」
という演題で、資産を守るために何をするのか？大変興味深いお話し
をしていただきました。この他、幹事報告、委員長報告、山本第二副
会長より婦人会総会及びレクリエーションについての説明、TTタイ
ム等の内容でした。また、L.村上一眞が今月で退職されるため退会と

ゲストスピーチ
野村アセット・マネジメント㈱
金融法人営業部ジェネラル・マネージャー
柴田吉丈様

なりご挨拶をいただきました。ライオンズローアは鷦鷯治第62代会長
とL.村上一眞が行い、佐々木会長の閉会ゴングで終了いたしました。

【例会報告】

第1507回例会…

⃝開催日／3月1日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

3 月 1 日（金）松江LC第1507回例会がホテル一畑で開催されました。佐々木会長挨拶で始まり次期役員指名会
があり、そのあと昨年11月に広島市で開催しました「松江LC第1500回CN記念例会」のDVD上映会が行われまし
た。スポンサークラブ、ゲストクラブの会長の皆様のご挨拶や入会式等の映像でCN記念例会を振り返りました。
この他、誕生祝贈呈、幹事報告、委員長報告、TTタイム等あ
り山﨑敏弘第52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。
またこの日は会員は早めに来場し11：30より流れるCN記念例
会時の余興（笑点）の映像を昼食を取りながら楽しみました。
（DVDの編集はL.伊瀨宣夫）

【例会報告】

第1508回例会…

⃝開催日／3月15日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

3 月15日（金）に松江LC第1508回例会が開催されました。
今回は、ゲストスピーチに（有）後藤 五八 専務取締役

後藤裕志様をお招きし『いつまでも若々しく、健康で

あるために』という演題でスピーチをしていただきました。いつまで
も健康であるために運動の大切さ、筋肉には「速筋」と「遅筋」があ
り特に「速筋」を鍛えることが重要とのこと、そのためには「筋トレ」
が大事で、家庭で気軽にできる筋トレの方法等、大変参考になるお
話でした。引き続き入会式が行われ、
（株）一畑百貨店 取締役外商統括・
営業第 2 統括 小豆澤 徹様が新しくメンバーに加わりました。続いて、
幹事報告、委員長報告、TTタイム、出席率の発表、また会う日まで、
そして坪内浩一第61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。
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ゲストスピーチ
㈲後藤五八専務取締役 後藤裕志様

【例会報告】

第1509回（花見）例会…

⃝開催日／4月5日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

4 月 5 日（金）松江LC第1509回例会「花見例会」がホ
テル一畑でエクステンションクラブの米子LC・浜田
LC・出雲LC・松江湖城LC・大東LC・鹿島島根LC・松
江葵LCとビジタークラブ平田LCの皆様をお招きし開催
されました。例会は会長挨拶に続き、アワード伝達、
プログレスMJFピンがL.大野美雄（ 7 回目献金）L.佐々
木幸美（ 1 回目献金）に贈呈され、そのあと次期役員選
挙会、次年度の役員に選任状が授与され、幹事報告、
委員長報告、閉会ゴングで終了。お花見会は、山陰フィ
ルハーモニー管弦楽団の皆様の演奏でスタート、坂根336-D地区名誉顧問の乾杯で開宴。そしてビジター挨拶と
して、米子LC会長

阿部節夫様、浜田LC会長

井和雄様、大東LC会長
長

山根雄幸様、出雲LC会長

石飛一成様、鹿島島根LC会長

兒玉淳一様、松江湖城LC会長

梶野孝彦様、松江葵LC会長

川

坂本俊雄様、平田LC会

西谷啓翠様よりご挨拶を頂戴いたしました。余興はLT・TT・計画委員会による、
「スコップ三味線～歌唱バー

ジョン～」楽しい演奏と歌のパフォーマンス、またゲーム大会もあり会場は大いに盛り上がりました。そして最
後は全員で大きな輪になり「また会う日まで」、大野336-D地区GLTコーディネーターのライオンズローアで終
了いたしました。桜を愛でながら絆をより一層深めることが出来ました。
参加者、米子LC 5 名・浜田LC 9 名・出雲LC 7 名・松江湖城LC10名・大東LC 6 名・鹿島島根LC 3 名・松江葵
LC10名・平田LC 1 名・松江LC50名、総勢101名

【例会報告】

第1510回例会…

⃝開催日／4月19日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

4 月19日（金）松江LC第1510回例会がホテル一畑で開催されました。
佐々木会長の挨拶のあと、通常のTTタイムと一味違う宮本T.Tによる
「スペシャルT.Tタイムショー」が行われました。宮本T.Tが○×クイズ
を出題し指名された解答者がそれに答えるという内容、出題者と解答者
のやりとりがおもしろく会場は大いに盛り上がりました。この他、誕生
祝贈呈、松江LC運営規定及び付則の改正（案）についての説明、幹事報
告、委員長報告、TTタイム等あり、安達盛二第57代会長のライオンズ
ローア、佐々木会長の閉会ゴング、平成最後の例会は充実した内容で終
了しました。
MATSUE LIONS CLUB
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【例会報告】

第1511回例会…

⃝開催日／5月10日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

5 月10日（金）松江LC第1511回例会がホテル一畑で開催されま
した。佐々木会長挨拶で始まりゲストスピーチは、Cimbalom
Art Japan 代表 斉藤 浩 様をお迎えし演題は『癒しの妙音～ハン
ガリーの伝統楽器「ツィンバロン」』、ハンガリーの興味深いお話
と素敵な演奏を楽しみました。
続いて336-D地区年次大会報告がありました。
①アワード伝達
●国際会長アワード

ガバナー感謝状

L.大野美雄（GLTコーディネーター）
●ガバナーズアワード

ゲストスピーチ
CimbalomArtJapan 代表

総合最優秀賞クラブ賞

斉藤浩様

地域奉仕部門
（青少年健全育成・献眼登録30名以上・献血120名以上）
LCIF部門（MJF 3 名以上）
アクティビティー報告（100％クラブ）
地区特別功労賞（在籍50年以上）L.坪内孝満
②分科会・代議員総会報告
そして永原次期会長より次期組織票発表、誕生祝贈呈、幹事報
告、委員長報告、TTタイム等あり、古志野第60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、盛りだくさんの内
容でした。

【例会報告】

第1512回例会…

⃝開催日／5月25日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

5 月25日（金）松江LC第1512回例会がホテル一畑で
開催されました。佐々木会長挨拶で始まりアワード伝
達が行われました。
《メンバーシップ・キー賞》L.鷦鷯

治

L.永原秀治
《ダイヤモンドセンテニアルアワード》L.池尻

悟

そして 3 月16日に開催された「尾道LCCN60周年記
念大会・姉妹提携締結式」のDVD上映会が行われまし
た。（L.伊瀨撮影・編集）厳粛な雰囲気の中執り行わ
れた姉妹提携締結式、とても感動的でした。このあと、
幹事報告、委員長報告、TTタイム、出席率の発表、
また会う日まで、と続き、ライオンズローアは佐々木
第63代会長と今期入会のメンバーが行い、閉会ゴング
で終了しました。
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【例会報告】

第1513回例会…

⃝開催日／6月7日
（金） ⃝場所／ホテル一畑

6 月 7 日（金）松江LC第1513回例会がホテル一畑にて開催
されました。今年度もあと僅かとなりました。佐々木会長の
挨拶で始まり今年度 7 人目の嬉しい入会式が執り行われ、
（株）TSKエンタープライズ

代表取締役社長

野津富士男

様が入会されました。そのあと長期在籍者表彰（ 5 年毎）、
続いて今年度の各委員長が 1 年を振り返ってスピーチ、そし
て誕生祝贈呈、委員長報告、TTタイム等あり、足立守第56
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、
充実した内容の例会でした。
◎長期在籍者表彰
【50年】L.坪内孝満
【40年】L.横山統晨
【35年】L.後藤

勇

【30年】L.谷田英人
【25年】L.天野宏昌
【20年】L.渡邊

学

【 5 年】L.赤名健司、L.矢田邦敏、L.原章博、L.宮本紀之

今年度行われた歴代会長によるライオンズローア

坪内孝満第33代会長（名誉会員）

藤原茂紀第40代会長

坂根勝第45代会長

井谷耕造第46代会長

大野美雄第50代会長

山﨑敏弘第52代会長

原田瑞樹第55代会長

足立守第56代会長

安達盛二第57代会長

後藤勇第58代会長

古志野第60代会長

坪内浩一第61代会長

鷦鷯治第62代会長

佐々木幸美第63代会長と今期入会のメンバー

MATSUE LIONS CLUB
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新会員紹 介
2019年 3 月入会
あ

ず

き

ざ

わ

とおる

L.小豆澤

1962年 8 月14日生

徹

㈱一畑百貨店

取締役外商統括・営業第 2 統括
【小売業】

（SP

L.坪内浩一）

2019年 6 月入会
の

つ

ふ

じ

お

L.野津富士男

1959年10月 3 日生

㈱TSKエンタープライズ
代表取締役社長

【制作プロダクション】

（SP

婦人会総会・レクリエーション
20

この度、歴史と伝統のある松江LCに坪内浩一様のスポ
ンサーにより入会させていただき、大変嬉しく思います。
また、素晴らしい入会式も賜り誠にありがとうございます。
私は、一畑百貨店に31年勤めさせていただいております。
今後は、松江LCの益々の発展の為、また地域貢献に
精一杯取り組んで参る所存でございます。
どうぞ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

L.坪内浩一）

皆様こんにちは。野津富士男と申します。この度、坪内
浩一様のスポンサードにより歴史と伝統ある松江LCに入
会させていただきました。令和元年、私にとって還暦とい
う節目の年に入会させていただき新たな活動に向けて気持
ちを新にしたところです。TSKエンタープライズという会社
で、TSK本社の社屋内に事務所を構え、映像制作、広告
代理、映像技術の仕事をしております。会社の経営理念
の一つに地元を元気にすることを謳っており、松江LCに
おいてもテーマである “地域と共にWe Serve” の精神で
微力ながらお役に立つことができればと思っております。
とは言え何もわからないことばかりです。皆様との交流の
中で新しい発見をして、楽しく活動をしていきたいと考えて
います。今後ともご指導、アドバイスをいただきますようよ
ろしくお願い致します。入会式で温かくお迎えいただきあ
りがとうございました。

婦人会並びにレクリエーション開催
3 月10日（日）に婦人会総会並びにレク
リエーションを開催いたしました。総会
はバスの車中にて議事を無事終了し、リー
ガロイヤルホテル広島でのランチ、THE
OUTLETS HIROSHIMAでのショッピン
グを楽しみました。

MATSUE LIONS CLUB

【趣味部会】
ゴルフ部

（部長：
矢田）

L.

高松遠征

3 月2 日（土）高松ゴールドカントリー倶楽部 
3 日（日）坂出カントリークラブ

平成31年 3 月 2 日（土）香川県綾歌郡高松ゴール 【参加者】
L.永原、L.三原、L.安達（亨）、L.實重、L.上野、
ドカントリー倶楽部、 3 日（日）香川県坂出市坂出
L.山延、L.矢田
カントリークラブにて松江LCゴルフ部高松遠征を開
催しました。この遠征は毎年 3 月に行っており、当 （オープン参加者：竹内房雄様、田仲寿夫様、
糸川隆弘様、
橋本昌和様）以上11名
（順不同）
日のゴルフはもちろん、夜は懇親会と大いに盛り上
がりました。また今回初めて高松ゴールドカント
リー倶楽部名物18ホールでは池ポチャ続出……天候
も良く皆さん楽しくプレーをすることが出来ました。
順位

氏

名

OUT

IN

GROS HDCP NET

1

竹内 房雄

45

46

91

19.2

71.8

2

上野 親弘

50

58

108

34.8

73.2

3

三原 良樹

44

50

94

20.4

73.6

4

山延 祐也

45

49

94

19.2

74.8

5

永原 秀治

52

50

102

26.4

75.6

6

糸川 隆弘

51

47

98

21.6

76.4

7

田仲 寿夫

52

55

107

30.0

77.0

8

橋本 昌和

52

48

100

21.6

78.4

9

矢田 邦敏

59

57

116

36.0

80.0

10

實重 正樹

66

59

125

36.0

89.0

会長杯ゴルフコンペ

6 月2 日（日）出雲空港カントリー倶楽部

令和元年 6 月 2 日（日）、出雲空港カントリー倶楽
部にて松江LC会長杯ゴルフコンペを開催致しまし
た。会長杯の優勝景品獲得を目指し皆さん真剣、天
候も良く楽しくプレーをすることが出来ました。
【参加者】
Ｌ.永原、Ｌ.古志野、Ｌ.竹田（宏）、Ｌ.和田、Ｌ.池尻、Ｌ.三原、
Ｌ.安 達（ 亨 ）、Ｌ.實 重、Ｌ.矢 田、Ｌ.上 野、Ｌ.又 川、Ｌ.中 島


（部長：
大野）

カラオケ部

【趣味部会】

L.

以上12名（順不同）

第 2 回カラオケ教室
大野美雄部長率いるカラオケ部、第 ２ 回カラオ
ケ教室がブラックベアIIでありました。
ご覧の通りの豪華なメンバーで楽しいひと時を過
ごせました。
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2018年度

7月

第68回「社会を明るくする運動」街頭広報活動

7月

島根大学献血推進活動

8月

松江水郷祭後の早朝清掃活動

8月

第48回松江市小学生バスケットボール大会

年間のアクティビティ
2018
7/2
第68回「社会を明るくする運動」街頭広報活動
7 /12
島根大学献血推進活動
7 /14
アビリンピックしまね2018
8/5
松江水郷祭後の早朝清掃活動
8/4～8/5
第48回松江市小学生バスケットボール大会
8 /19
8 月イオン松江

献血リレーキャンペーン

9/2
スペシャルオリンピックス日本・島根トーチラン
10/ 8
世界ライオンズ奉仕デー
3 クラブ合同アクティビティ清掃活動
10/ 8
世界ライオンズ奉仕デー清掃活動
10/ 8
島根大学淞風祭における献血推進活動
10/20
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
12/19
12月島根大学

献血リレーキャンペーン

2019
1 /16
1 月島根大学

献血リレーキャンペーン

2 /11
2 月イオン松江店

バレンタイン献血

3 /14
国際平和ポスターコンテスト表彰式
3 /24
災害時地元ボランティアリーダー育成事業「水」
4/9
4 月島根大学

献血リレーキャンペーン

6/1
第20回島根県障がい者スポーツ大会
フライングディスク競技会ボランティア活動参加
6/9
「日本列島クリーン大作戦」宍道湖岸清掃
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8月

8 月イオン松江

献血リレーキャンペーン

2月

2 月イオン松江 バレンタイン献血

9月

スペシャルオリンピックス日本・島根トーチラン

3月

国際平和ポスターコンテスト表彰式

10月

世界ライオンズ奉仕デー 3 クラブ合同アクティビティ清掃活動

3月

災害時地元ボランティアリーダー育成事業「水」

10月

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

6月

第20回島根県障がい者スポーツ大会フライングディスク競技会ボランティア活動参加

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。2018.7～2019.6 MC委員会

委員長

L.有田

副委員長

L.原田

委員

L.谷田

委員

L.近藤

委員

L.持田

委員

L.富田

発行／松江ライオンズクラブ （ライオンズクラブ国際協会336-D地区1R2Z）
●会長／佐々木幸美 ●幹事／岸本 義之 ●編集／MC委員会（委員長／有田）
●事務局／松江市嫁島町16-14（松江卸センター会館2F） ●電話／0852-21-7677 ●FAX／0852-26-4480
●URL／http://www.336d‑matsue.com/matsue‑lc/ ●E‑mail／matsue‑lc@336d‑matsue.com
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