Matsue Lions Club

Newsletter

松江ライオンズクラブ会報
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会長スローガン

過去に感謝・現在に信頼・未来に希望
準備をしておこう新たな奉仕のために
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誰かの笑顔のために We Serve

認証65周年記念例会

● 開催日／１１月８日(日)

● 場所／ホテル一畑

認証65周年記念例会を終えて
今回の記念例会は、コロナ感染防止のための 3 密回避ムードの中、準備会議の開催
もままならぬまま、年度初めの 7 月よりやっと実行委員会をスタートし、 4 か月の準
備を経て計画通り11月 8 日（日）に一畑ホテルにおいて、総数180名の参加を得て無事
にかつ有意義に終えることが出来ました。振り返りますと、コロナ渦での開催そのも
のの迷い・不安から始まり、案内先・参加人数・予算、そしてコロナ感染防止のため
の運営方法等、開催直前まで、全国、県、市の感染状況を確認しながら、過去に経験
したことのない判断と決断の毎日でした。そんな中でも松江LC伝統の「目的を 1 つに、
チームワークと成し遂げるポテンシャルの高さ」を遺憾なく発揮していただき、また

実行委員長

L.安達盛二

歓迎の挨拶

新たな歴史の 1 ページが凛凛しく正しく刻まれたことに心より安堵し、また深く感謝
を申し上げます。

安達盛二実行委員長

ガバナー祝辞

スポンサークラブ会長挨拶

松江市へ記念事業寄贈
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会長挨拶

市長挨拶

原田制作委員長

開宴の挨拶

スポンサークラブに感謝状

誰かの笑顔のために We Serve

市長テーブル

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

『麦わら帽子と水鉄砲』

松江LC認証65周年記念映画

ライオンズクラブにとって一番大切なものは何か。それは、「We Serve

我々は奉仕す

る」ということ。まさにその通りです。ですが、ライオンズクラブにはそれと同じくらい
大切なものがあります。それは、ライオンズクラブは皆、平等であるということ、そして
何より大切なのは、そこで出会った仲間です。仲間との絆が深まれば深まるほど、より魅
力あるクラブへと成長していくのではないでしょうか。大切な仲間がいる、魅力あるクラ
ブであれば、きっと、退会防止に繋がり、そして、新会員の獲得にも繋がっていくのでは
制作委員長

L.原田 瑞樹

と思います。この映画「麦わら帽子と水鉄砲」は、そんな平等の精神と仲間との絆をテー
マに制作いたしました。

出演者感想
初めての映画出演でした。多くのカメラ、多くのスタッフが見つ
める中で、定められた台詞を言うのは難しいものと実感しました。又、
短いシーンであっても随分手間がかかることも分かりました。
残暑極めて厳しい中での撮影でしたが、原田瑞樹プロデューサー、
兼台本作成、兼監督、兼演技指導etc。もろもろの配慮に感服しました。
そして、何よりも嬉しかったのは、一日限りではありましたが、とっ
ても可愛い女の子の孫が出来たことです。有難うございました。


L.大野美雄

現在他クラブからの記念映画貸出要請が、
宝塚LC・光LC・米子LC・ 5 R内16クラブをは
じめ22クラブからきています。この反響に驚
くと共に、演劇のいろはも知らない私がこの
ような素晴らしい映画に出演させていただい
たことに深く感謝申し上げます。
映画製作趣旨「ライオンズは全て平等」を知
らず、その場しのぎの演技で今思えば恥ずか
しい限りです。認証70周年記念事業で是非続
編を制作して欲しいものです。


L.原

章博

映画の出演を依頼されたときは、台詞もそんなに長くないし簡単なものだと思っておりました。
しかし、いざ収録となると収録スタッフとライオンズメンバーの多くの人の前で新山さんが「スタート」と発
せられると頭が白くなって台詞を何度も噛んでしまいました。NGを出すと原田さんが「気にせんで」と優しく
微笑んでくれると思っておりましたら、実際には「もう、いい加減にしてよ」と言いそうな顔をして天井を見上
げていました。ヤバイと思えば思うほどNGの連鎖です。
思うような役柄はできなかったものの映画を見たらうまく編集されているのを見て安心いたしました。
次回はもっと上手くできると思います。
最後に、名前は言えませんが「敦さん、あまり長いとビールがぬるくなっちゃうよ」の一言の台詞で 5 回もNG
を出された方には流石に私も天井を見上げてしまいました。
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L.永原

秀治

誰かの笑顔のために We Serve

原田さんより映画への参加依頼が来た時に先ず思ったのは、私に出来るだ
ろうか…と言う不安でした。それでもお声を掛けて頂けた事の喜びの方が大
きく、とにかく頑張るぞ！とその気持ちで一生懸命でした。もちろん撮影の
経験など無く、ただ皆様にご迷惑だけは掛けまい。と肝に命じて挑みました。
そして終わって見れば、貴重な素晴らしい経験をさせて頂いた。と感謝の気
持ちで一杯です。周年事業に参加出来た喜びは計り知れません。本当にあり
がとうございました。


L.佐々木恭子
ライオンズメンバー役として出演させていただきましたが、正直 1 シー
ンを撮影するのにあんなに多大な時間を要するとは思っておりませんで
した。また、私のセリフは普段使わない言葉であったのと出雲弁であっ
たことで、イントネーションばかり気になり苦労しました。しかし、こ
の65周年という記念すべき年に記念映画の委員会、出演をさせていただ
きましたこと、素晴らしい思い出となりました。ありがとうございました。


L.長谷川正樹

この度の65周年記念映画に出演させていただき、今まで
経験のない事をさせていただきました。また私が俳優に向
いていないことをことごとく痛感、他出演者の皆様に何度
もＮＧを出し大変ご迷惑をおかけしましたことを改めてお
詫び申し上げます。次回作があるとするならば、恐らく原
田瑞樹監督より声が掛からず、掛かるとすればエキストラ
役だと確信しております。何よりこの65周年記念映画に皆
様とともに参加させていただいたことに感謝いたします。


L.矢田

邦敏

なかなかできない経験をさせてもらえて、とてもうれしかったです。撮影の時に、同じ場面を何回も撮影をし
て、「映画を撮るのって、こんなに大変なんだ」と分かって良かったです。かわいく撮ってもらえてうれしかっ
たです！

穂乃佳

作品作りに親子で携われたことは、生涯に残る貴重な経験。平日の撮影に小学校の全面的ご理解を頂けたこと
も感謝でした。ライオンズ魂こもるこの映画を沢山の方にご覧いただき、私達共通の思いが届くことを願って…


L.山田さおり

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

社会・奉仕委員会

委員長

ライオンズ像周辺の除草・清掃活動

9 月 6 日（日） 松江北公園

台風の影響を心配していましたが、当クラブメン
バーの日頃の行いが良い（？）せいか天候に恵まれ、
予定通り除草・清掃活動ができました。当日も30℃を
超える気温ではありましたが熱心に作業されてライオ
ンズ像周辺も綺麗になりました。また記念事業の撮影
も同時に行われました。参加されたメンバーの皆さま
お疲れ様でした。

世界ライオンズ奉仕デー

世界ライオンズDAY奉仕作業に参加して


社会・奉仕委員会 副委員長

L.田中洋二

10月10日、朝 6 時50分から松江北公園ライオ
ンズ像周辺にて世界ライオンズDAYに併せて清
掃活動を行いました。
当日は台風の影響が通過するのではないかと
心配してましたが、皆様の日頃の行いが良いお
陰でいい天気に恵まれました。
早朝にも関わらず27名と、たくさんのメンバー
の皆様に参加して頂きありがとうございました。
前月 9 月にも、映画「麦わら帽子と水鉄砲」の
撮影のための清掃活動もあったせいか、それほ
どゴミや雑草がなかったですが、その分きれい
に清掃出来ました。
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ライオンズ像周辺

【参加者】
L.持 田、L.原、L.山 田 親 子、L.𫝆 井、L.原 田、L.安 達（ 盛 ）、
L.赤名、L.永原、L.岸本、L.杉峠、L.佐々木（恭）、L.矢田、L.井谷、

L.竹田（彰）、L.大野、L.中島、L.伊藤、L.太田、L.又川親子、
L.福田、L.中尾、L.経種、L.古志野、L.山本、L.宮本、L.有田、
L.門脇、L.坂根、L.長谷川、L.山延、L.岩本、L.池尻、L.富田、
L.金津

松江北公園清掃活動

世界ライオンズ奉仕デーに併せて松江北公園
ライオンズ像周辺の清掃活動を行いました。
早朝にも関わらず多くのメンバーの皆さまに参
加して頂きました。

L.山田さおり

以上34名（順不同）

10月10日(土)

松江北公園

ライオンズ像周辺

【参加者】
L.大野、L.坂根、L.原、L.西尾、L.山本、L.宮本、L.安達（盛）、L.岸本、
L.伊瀨、L.石田、L.有田、L.竹田（宏）、L.足立（守）、L.田中、L.矢田、L.福田、
L.経種、L.𫝆井、L.岩田、L.布野、L.又川・又川龍心、L.山﨑（秀）、L.伊藤、
L.山田・犬山穂乃佳、L.中島

以上25名（順不同）

誰かの笑顔のために We Serve

健康・福祉委員会

委員長

献血リレーキャンペーン

L.経種順治

8 月29日（土） イオン松江店

今年度も献血リレーキャンペーンが始まりまし 【参加者】
た。経種委員長をはじめ健康福祉委員会の皆さま、 L.経種、L.小豆澤、L.遠藤、L.佐野、L.布野、L.原、L.門脇、L.又川、
L.大野、L.長谷川、L.實重、L.岩本、L.山田、L.安達（亨）、L.岩田、
多くのメンバーの参加して頂きました。猛暑の中で
（恭）
L.佐々木
、L.𫝆井
以上17名（順不同）
したが多くの方に献血して頂きありがとうございま
【献血者】
した。
L.持田、L.池尻、L.富田、L.杉峠、L.中尾

国際・教育委員会
第50回

松江市小学校バスケットボール大会

委員長

共催

第50回松江市小学校バスケットボール大会が松江市総合体育
館で開催されました。松江ライオンズクラブは「青少年健全育
成の支援」として、本大会に2011年より共催し、今年で10年目
となるアクティビティとなりました。 2 日間に渡り熱戦が繰り
広げられました。選手の皆さんお疲れ様でした。

以上 5 名（順不同）

L.又川

智

8 月 8 日（土）、 9 日（日） 松江市総合体育館

【参加者】
L.持田、L.原、L.又川、L.野津（富）、L.小坂、L.杉峠、
L.佐々木（恭）
取材：MC委員


L.太田、L.中島
以上 9 名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

第 8 回松江ライオンズクラブ杯松江市中学校野球大会

9 月26日（土） 深田運動公園野球場（松江市鹿島町）

本大会は松江市内の中学校14校が 4 ゾーンに分かれて予選大会を 【参加者】
L.持田、L.永原、L.又川、L.竹田（彰）
・ L.竹田（宏）、
行い勝ち抜いた 4 チーム（松江第二中学校、松江第一中学校、湖東
L.古志野、L.大野、L.宮本、L.原田、L.長谷川、
中学校、松江第四中学校）で決勝トーナメントを行いました。 当
L.井谷、
L.山本、L.岩本、L.池尻、L.経種、L.富田、
日は雨を心配しましたが、天候に恵まれ永原前会長の始球式で大会
L.岩田、L.中村、L.金津、L.小坂、L.實重、L.有田、
が始まり、各チーム熱戦が繰り広げられました。本大会はスポーツ
L.竹内、L.山田、L.足立、L.矢田、L.杉峠、
を通じて青少年の健全育成及び野球競技のより幅広い普及と学校間
L.野津（富）、L.佐々木（恭）、L.上野、L.福田、L.山﨑、
の友好交流を目的として行われています。今大会も選手のみなさん
L.門脇、L.原、L.𫝆井、L.中島
はもちろんの事、指導者の方、保護者の皆様、審判員の方々、救護

以上37名（順不同）
の方など多くの皆様のご協力で素晴らしい大会を開催できました。
担当委員会の又川国際・教育委員長をはじめ委員会の皆様、参加さ
れたメンバーの皆様、お疲れ様でした。
2020年松江ライオンズクラブ杯中学校野球大会


国際・教育委員会 L.佐々木恭子

この大会はまさに神憑りな大会だったと思う。と言うのも、秋雨
前線の影響で数日前から松江市は雨が降り続いており、当日も他の
地区では、わりと強く雨が降っていたにもかかわらず、野球大会が
行われた鹿島町には一滴の雨も降らなかったのである。曇り空では
あるものの、今年はコロナの影響で練習時間もまま成らなかった選
手たちの心は、野球が出来る喜びで晴れ渡っていた。
松江ライオンズクラブ杯

MATSUE LIONS CLUB CUP 2020

松江市中学校

松江ライオンズクラブ

【主催】

【協賛】㈱愛スポーツ

【後援】松江市・松江市教育委員会・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・
山陰中央新報社

9 月 26 日㈯
9 時 00 分 試合開始

【期日】令和 2 年

※雨天の場合は令和 2 年 10 月 3 日㈯に順延

【会場】 松江市鹿島町
深田運動公園野球場
（雨天延期時は東出雲野球場）

国際平和ポスターコンテスト作品選考会
国際平和ポスターコンテストの作品選考会を行いま
した。今年も松江三中の生徒の皆さま、素敵な作品を
ありがとうございます。後日、表彰式を行います。
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11月12日(金)

事務局

【選考委員】
L.持田、L.門脇、L.原、L.又川、L.佐々木（恭）、L.足立


以上 6 名（順不同）

誰かの笑顔のために We Serve

336‒D地区1R2Z ガバナー公式訪問

⃝開催日／８月１日
（土）
⃝場 所／ホテル白鳥

2020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。
新型コロナウイルスの影響により当初予定されて
いました懇親会は中止とし、会議のみを行うこととな
り、受付では消毒・検温の対策を取り万全の態勢で執
り行われました。

1R2Z ゾーンミーティング

⃝開催日／１０月３１日
（土）
⃝場 所／鹿島総合体育館サブアリーナ
【懇親会】一畑ダイニング

1 R 2 Z ゾーンミーティングを開催致しました。今回は、コロナ禍で体を動かす機会も少なくなり、ライオン
ズメンバーの皆様の現状の体力を確認して頂き、今後の体力作りに活かして頂く為に「インボディー」 ヨガ体
操及びレク式体力測定を行いました。会場を一畑ダイニングに移して懇親会を行いました。
参加メンバーの皆さまお疲れ様でした。さて・・・筋肉痛はいつ来るでしょう？
【参加者】
L.大野、L.安達（盛）、L.佐々木（恭）、L.持田、L.宮本、L.又川、L.古志野、L.池尻、L.原、L.山田、L.實重、L.経種、L.𫝆井、L.中島


以上14名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

例会報告

第1539回例会

● 開催日／7月3日
（金） ● 場所／ホテル一畑

新年度初めての例会がホテル一畑にて開催され、持田会長の一年がスタート致しました。新型コロナウイルス
の影響で例会の開催、アクティビティなど思うように進めない状況ではありますが、新しい形で何ができるかを
考え、記憶に残る一年にしていきしょう。
主な例会内容
◎持田会長運営方針発表
◎2019年度純例会100%出席賞贈呈
◎誕生祝贈呈
◎委員長挨拶〜一年の抱負〜
◎2021年度キャビネットの構成について
◎松江LC 認証65周年記念例会実行委員長、
実行委員会組織について
◎336‒D地区 1 R 2 Zガバナー公式訪問について
◎幹事報告、委員長報告
◎趣味部会について
◎TTタイム

例会報告

第１５４０回例会

● 開催日／７月１７日
（金） ● 場所／ホテル一畑

7 月第二例会はビジターとして336‒D地区 1 R日野R・C（松江葵）
、 1 R坂本R幹事（松江葵）
、 1 R 2 Z古志野
Z・C（松江） 1 R 2 Z宮本幹事（松江）にお越し頂きました。
主な例会内容
◎ビジター挨拶
◎336複合地区役員委嘱状伝達
◎336‒D地区役員委嘱状伝達
◎336‒D地区役員・委員任命書伝達
◎336‒D 1 R 2 Z Z幹事任命書伝達
◎2019年度決算・監査報告・決算承認
◎2020年度予算（案）発表、承認
◎幹事・委員長報告
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誰かの笑顔のために We Serve

第1541回納涼例会

例会報告

● 開催日／8月7日
（金） ● 場所／ホテル一畑

松江ライオンズクラブ第1541回納涼例会を18時30分よりホテル一畑にて開催いたしました。
本来なら例会後、懇親会が行われる予定でしたが、新型コロナウイルス蔓延の影響を鑑み、懇親会は中止とな
りました。一日も早く終息し通常の生活に戻れることを願います。

第１５４２回例会

例会報告

● 開催日／８月２１日(金)

● 場所／ホテル一畑

主な例会内容
◎入会式
布野

裕二様

㈱山陰合同銀行

常務執行役員



SP L.坪内浩一
所属委員会

健康・福祉委員会

◎長期在籍者表彰
【40年】 L.藤原茂紀 【35年】 L.山﨑敏弘
【30年】 L.曳野敏彦 【25年】 L.原田瑞樹
【20年】 L.野津祐一
◎誕生祝贈呈
L.藤原茂紀
◎幹事報告

8 月生まれ
L.安達盛二

L.小豆澤徹

◎委員長報告

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

第１５４３回例会

例会報告

● 開催日／９月４日
（金） ● 場所／ホテル一畑

主な例会内容
◎336複合地区役員委嘱状伝達
◎336‒D地区役員・委員任命書伝達
◎誕生祝贈呈（ 9 月生まれ）
◎松江LC認証65周年記念例会について
◎松江LC認証65周年記念事業
オリジナル映画について

第１５４４回例会

例会報告
主な例会内容
◎アワード伝達

◎事業委員会アクティビティ（第一次案）発表
◎アクティビティ（案）承認
◎次期キャビネット副幹事、副会計予定者について
◎幹事報告
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◎委員長報告

MATSUE LIONS CLUB

◎趣味部会勧誘

● 開催日／9月１８日
（金） ● 場所／ホテル一畑

誰かの笑顔のために We Serve

第１５４５回例会

例会報告

● 開催日／１０月２日(金)

● 場所／ホテル一畑

本例会より短縮例会を通常例会に戻して行われました。また、演壇には飛沫感染防止のためにアクリルの衝立
を設置致しました。ゲストスピーチとして松江市・島根県共同設置松江保健所

副所長

阪口良則様をお迎えし、

「共同設置保健所での感染症対策の現状」という演題でスピーチを頂きました。
主な例会内容
◎ゲストスピーチ

松江市・島根県共同設置松江保健所

演題 「共同設置松江保健所での感染症対策の現状」
◎アワード伝達
・プログレスMJFピン

L.坂根、L.藤原、L.持田、L.原

・LCIFキャンペーン100アワード
◎誕生祝贈呈

L.藤原、L.持田、L.原

10月生まれ

ゲストスピーチ 松江市・島根県共同設置松江保健所 副所長 阪口良則様

◎松江LC認証65周年記念例会について
◎幹事報告

◎委員長報告

例会報告

第１５４６回例会

● 開催日／１０月１６日
（金） ● 場所／ホテル一畑

10月度第二例会も通常例会で開催することができました。本例会では上田直樹様の入会式、またゲストとして
bows cast agency 代表の新山功三郎様、
同役者の後藤悠希様をお招きし、認証65周年記念事業オリジナル映画「麦
わら帽子と水鉄砲」の完成試写会を行いました。素晴らしい映画に感動しました。
主な例会内容
◎入会式

うえだ内科ファミリークリニック

所属委員会

院長

上田直樹様

SP L.坪内

国際・教育委員会

◎認証65周年記念事業オリジナル映画「麦わら帽子と水鉄砲」上映
ゲスト

bows cast agency 代表

新山功三郎様

役者

後藤悠希様

◎幹事・委員長報告
◎ＴＴタイム

bows cast agency 代表
役者 後藤悠希様

新山功三郎様

MATSUE LIONS CLUB
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誰かの笑顔のために We Serve

例会報告

第1548回CN記念例会

● 開催日／１１月２０日(金)

● 場所／なにわ一水

チャーターナイト記念例会はホテル一畑の改装工事に伴い、会場をなにわ一水に移して開催されました。
チャーターナイト記念スピーチ「松江ライオンズクラブの歴史を振り返る」と称して在籍されている歴代会長
の年次例会の映像を中心にスピーカーでありますL.藤原茂紀様に、L.伊瀨宣夫様が30年以上撮影された映像を観
ながら、当時を振り返りながら時には歴代会長の皆さまに会長スローガン、テーマの質問しながらと楽しい記念
スピーチとなりました。
主な例会内容
◎会長挨拶
◎チャーターナイト記念スピーチ
◎誕生祝贈呈

L.藤原茂紀

L.瀬﨑、L.小坂、L.長谷川、L.岩田

◎幹事報告
◎委員長報告

L.又川国際・教育委員長

◎ＴＴタイム

新会員 紹 介
2020年 8 月入会
ふ

の

ゆう

じ

L.布野 裕二

1964年 4 月29日生

㈱山陰合同銀行
常務執行役員

【銀行業】

（SP

L.坪内 浩一）

2020年10月入会
うえ

だ

なお

き

L.上田 直樹

1986年 1 月 6 日生

うえだ内科ファミリークリニック
院長

【医師】

（SP
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L.坪内 浩一）

伝統と歴史のある松江LCに坪内浩一様のスポンサーにより入会さ
せていただきました。入会後、早速、献血リレーキャンペーンに参加
し献血の協力を呼びかけ、また、10月には、松江北公園清掃活動に
も参加させていただきました。
ライオンズクラブの入会は 2 度目となりますが、久しぶりに
「We
Serve」の精神で汗をかけたことは、
「非日常」を体験でき有意義な日
となりました。今後も可能な限り諸活動に参加したいと思いますので、
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
この度、伝統ある松江ライオンズクラブに坪内浩一様のスポンサー
により入会させていただきました、うえだ内科ファミリークリニック院
長の上田直樹と申します。
これから、ライオンズクラブの奉仕の精神で皆様と一緒に活動して
いけたらと思っております。今後とも御指導御鞭撻のほど、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

誰かの笑顔のために We Serve

宝塚LC 尾道LC 松江LC友好交歓ゴルフコンペ

11月 7 日（土）出雲空港カントリー倶楽部

松江LCの姉妹提携である宝塚LC、尾道LCのメンバーの皆さまと友好交歓ゴルフコンペを開催致しまし
た。当日は雨模様の中ではありましたが、大きく天気が崩れる事は無く、日頃の腕前を発揮され素晴らし
いコンペとなりました。プレイ終了後は場所を松江エクセル東急に移し、コンペ参加者以外のメンバーも
加わり交歓会並びに表彰式を盛大に開催し、クラブ、メンバーの懇親も深める事が出来ました。宝塚LC、
尾道LCの皆さまをはじめ参加されました松江LCのメンバーの皆さまお疲れ様でした。
優勝 L.竹田宏（松江LC）

準優勝 L.米谷（宝塚LC幹事）

第 3 位 L.金津（松江LC）

第一回松江ライオンズクラブゴルフ部コンペ

【趣味部会】
ゴルフ部

（部長：
山延裕也）

L.

9 月21日（月）玉造温泉カントリークラブ

本年度最初の松江ライオンズクラブゴルフ部コンペが玉
造温泉カントリークラブで 9 月21日に開催されました。当
日は秋晴れ絶好のコンディションの中、持田会長の始球式
で始まり、参加メンバーは日頃の練習の成果を発揮してい
らっしゃいました。上位入賞者は次の通りです。
優勝 L.三原
準優勝 L.山延
第 3 位 L.金津
【参加者】
L.持田、L.永原、L.井谷、L.古志野、L.三原、L.山延、L.矢田、
L.上野、L.金津
L.野津、L.中島、L.又川（表彰式のみ参加）


以上12名（順不同）

第二回松江ライオンズクラブゴルフ部コンペ

10月11日（日）グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部

本年度二回目となります、松江ライオンズクラブゴルフ部
コンペがグリーンパーク大山ゴルフ倶楽部で開催されまし
た。本日は元松江ライオンズクラブ会員の竹内房雄様も参
加されました。参加されましたメンバーの方は日頃の練習
の成果を発揮されました。成績については下記の通りです。
優勝 L.鷦鷯
準優勝 竹内（房）
第 3 位 L.井谷
【参加者】
L.持田、L.永原、L.鷦鷯、L.井谷、L.矢田、L.竹田宏、L.三原、

L.又川、竹内（房）




以上 9 名（順不同）

MATSUE LIONS CLUB
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園山俊二（1935ー1993）
松江市出身 漫画家
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