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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 anniversary

会長スローガン
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誰かの笑顔のために We Serve

松江LCの第65代会長を拝命し、何とか無事に任期を終えることができました。

本年度は認証65周年を迎え、クラブ結成以来の節目の年でありました。コロナ禍で準備が遅れ、儘な

らなかった実行委員会も安達盛二実行委員長様のリーダーシップのもと歴代会長様、実行委員会の皆様

のご尽力により過去に例のない 5ヵ月間で準備を行い、11月 8 日に認証65周年記念例会が無事開催でき

ました。記念例会の運営、記念事業の実施、記念誌の作成など気宇壮大な松江LCの底力に敬服し、改

めて感謝申し上げます。特に記念事業として自主製作した『麦わら帽子と水鉄砲』、この映画はライオン

ズクラブの平等の精神と大切な仲間との絆をテーマに制作しており、この映画を通じて《退会防止》《新

会員獲得》に繋がっていくことを願っています。

新型コロナウイルス感染状況は2020年から2021年へと年が改まっても収まらず、不自由な状況の中で

の例会運営でありました。準備の進んでいなかったZoomを併用した例会を 2 月第 1 例会から運用を始

め、コロナ禍であっても会員の皆様へできる限り情報発信を行いました。ライオンズクラブの活動は新

たな局面を迎えていると感じています。オンラインが進む中で実施した社会奉仕委員会アクティビティ

【陸前高田市から学ぶ災害時の心得〜今私たちにできること〜講習会】では岩手県陸前高田市とリモート

でつなぎ講習会を開催しました。今後のアクティビティの手法が変わる契機に成ると感じています。

最後になりましたが、会長スローガンの「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」の心情に沿って、アフターコロナにおける奉仕活動のニーズに備えて今まで以上

に『外向きの思考』を積極的に行って参りました。この一年間のクラブ運営につきまして会員の皆様の

ご理解、ご協力に感謝し、支えて頂きましたスタッフ・委員長の皆様のお力添え、ご協力に深謝致しま

して退任の挨拶とさせていただきます。

第65期会長

L.持田幸治

会長退任のご挨拶
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この一年間のクラブ運営は、全てにおいて『コロナ』の影響を受けた一年でした。しかしコロナ禍に
もかかわらず、皆様のご支援ご協力を賜り認証65周年記念例会、記念映画「麦わら帽子と水鉄砲」制作、
防災リモート講習会、Zoom例会や諸行事が成功裏に終わったことは私にとって望外の喜びです。

この一年間、松江LCの幹事という役職の重さを深く考えもせず安易な気持ちで拝命し、常に場当
たり的な判断で行動をしてきた私にとって、幹事という役職は、「松江LCの歴史と伝統が持つ重さ
を理解し、会長を補佐する役職」であることを学びました。この貴重な体験を糧に、今後のクラブ活
動に精進したいと思います。

最後になりましたが、コロナ禍という苦難を共にしてきた持田会長、小林会計、實重LT、西尾
TT、岩本計画委員長をはじめ各委員長、副委員の皆様、陰ながら私を何時も助けてくれた事務局の
角さんに改めて感謝申し上げ、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。

幹事
L.原　章博

幹事退任のご挨拶

今年度、クラブ会計の大役をお受けして、間もなく任期を終えようとしています。今年度はコロ
ナウイルスの感染拡大に伴い、短縮例会やズームによる例会、さらに納涼例会や花見例会等夜の例
会での会員同士のコミュニケーションや、年次大会の中止や他クラブとの交流の機会も減り、寂し
い一年となりましが、その中にあっても、65周年記念例会が開催された事は大変嬉しい出来事でした。

予算の執行においても、井谷財務委員長はじめ、財務委員会の皆様ご指導の下、角さんのサポー
トにより無事にこの大役を終えられそうです。

頼もしい持田会長・原幹事のもとで、貴重な体験をさせていただき、お力添えいただいた皆様に
心より感謝を申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。一年間有難うございました。会計

L.小林　悟

会計退任のご挨拶

今年度はお陰様で忙しい一年を過ごさせて頂きました。例会の準備や進行が主な役割でしたが、
失敗することなく重責を果たせ大満足です。嘘です。持田会長のご挨拶の邪魔をしてしまうなど失
敗だらけで大変申し訳なく思っております。年度当初、「さねちゃんのLT楽しみだなあ。」と言われ、
ある意味、期待通りの働きだったかも知れませんね…。

例会会場の移動や、短縮例会、リモート例会など大きな変化への対応もありましたが、なんとか
この一年を乗り越えることが出来ました。これもひとえに原幹事をはじめ、西尾清文TT、計画委員
会の皆様のご協力のお陰と感謝しております。

今後はこの経験を活かし、世のため人のために奉仕活動を続けていきます。けれど、しばらくの
間は役職者を休憩させてください。皆様、一年間有難うございました。

ライオンテーマー
L.實重正樹

LT退任のご挨拶

TTとしてこの 1 年を振り返ったときにまず浮かぶ想いは、「不完全燃焼」でしょうか。
コロナ禍に振り回され、中止、時短、Zoomと様々、唯々皆様からのドネーションをお伝えするに

専念、全てを発表することが出来ないことも多くありました。止むを得ない状況だったとは云え、せっ
かくの皆様からの想いをきちんと伝えられたのかどうか考えると未練の連続でした。

或いは、例年のように皆様に喜んでいただけるような見せ場・聞かせ場も殆ど設ける時間の余裕
もありませんでした。これは、助かったような残念なような…。

只、とても嬉しかったのは、令和 3 年に入ってからは時短ながらも皆様と直接顔を合わせること
が出来るようになりました。更には、皆様からのドネーションを毎例会共に沢山に頂きました。本
当にありがとうございました。

最後になりましたが、一刻も早くコロナ収束の上、通常の例会開催は勿論。皆様一同と愉快に、
そして盛大に盃を酌み交わせる日を待ち望んでいます。少なくとも私は、そのご縁を楽しみにライ
オンズに入会させて頂いたのですから。

テールツイスター
L.西尾清文

TT退任のご挨拶
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委員長退任のご挨拶

本年度会員委員長と、 1 R 2 ZのZCを仰せつかりましたが、この一年も依然として新型コロナウイル
スとの戦いに奔走しています。ここへ来てワクチン接種が始まりましたが、ウイルスが変異をはじめて
感染力も高まり、まだまだ余談を許しません。我々ライオンズクラブにとりましても、コロナウイルス
との戦いの一年であったといえます。

会員委員長としての会員増強・姉妹クラブとの交流は消化不良でしたが、退会防止・出席率の向上に
ついては委員会メンバーの協力により成果を上げることが出来たと考えております。

またZCとしては、こういうときこそ 2 Z内のクラブが一体となって、絆を深めることこそが大切であ
ると考え、コロナ禍の制約の中で、諮問委員会等を通して様々な情報共有を図って参りました。

次年度は、大野ガバナーが誕生いたします。松江LCの総力を上げて、大きな飛躍の年となりますよう
心より祈念をいたし、退任のご挨拶といたします。

会員委員長／ 1R2Zゾーンチェアパーソン� L.古志野功

情報・指導力委員会は、歴代会長で構成されており、主に会長の諮問機関としての役割を担っており
ます。特に本年度はコロナという未曽有の災禍に見舞われながら、65周年という節目の年にあたり、会長、
幹事ともにクラブ運営が大変な 1 年間だったと思います。そのような中、私自身入退院を繰り返し、ご
迷惑をおかけしましたこと、この場をお借りしてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。拙いな
がら委員長として、この委員会に所属させていただき、大先輩のご意見を様々な角度から伺うことの出
来る機会を得て、とても勉強になった 1 年間でした。ありがとうございました。

情報・指導力委員長� L.佐々木幸美

持田会長の要請により二度目の財務委員長を仰せつかりました。コロナ禍の大変な一年でしたが、認
証65周年記念例会も大過なく挙行できましたことは誠に恐悦至極に存じます。

振り返りますと、例会運営におきましては短縮例会、Zoom併用等大変な一年でございました。この
難しい一年を乗り切られましたスタッフに敬意を表しますとともに絶大なる拍手を送ります。

また、来期の大野キャビネットに向けての大切な準備期間でしたが、順調な準備がなされております
ことと推察しております。次年度ガバナーとして二年ぶりの盛大な年次大会が開催できますことを祈念
しております。

財務委員長� L.井谷耕造

計画委員長を仰せつかり、コロナ禍の例会において、ゲストスピーチは誰にお願いしようか、会員ス
ピーチはどうしようか、ナイター例会はどのように盛り上げようか等、昨年 6 月頃から例会運営につい
て楽しみながら頭を悩ませていました。

しかしながら、新型コロナウイルスの影響はとても大きく、通常例会を行うことは、思うように出来
ませんでした。また、ナイター例会もお弁当をお渡しすることで実施に変えたりで、思い描いていたこ
とが全く出来ず、メンバーの皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。例会も11月の会場変更を始め、
E-DESK例会であったり、Zoom併用の短縮例会であったり、戸惑うことも多かったと思います。

この様な状況の中でも、持田会長をはじめスタッフの皆様のご指導に感謝申し上げます。また、未熟
な委員長を支えていただいた計画委員会のメンバーと事務局の角さんに心から感謝を申し上げます。

一年間、本当にありがとうございました。

計画委員長� L.岩本　徹
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今年度、MC委員長を務めさせて頂きました。ちょうど一年前ですが前年度の原田委員長の会報のデ
ザインが斬新で戸惑っている時に持田会長より「普通でいいけん」と言う言葉で気持ちが楽になった事
を思い出します。また委員長として初めての例会取材では無謀にも16MBのSDカードで年次例会に臨み、
4 枚しか写真が撮れないというハプニングもありました。無事（？）に一年間を終えることができたの
も持田会長はじめ松江LCメンバーの皆様のおかげだと思います。MC委員会のメンバーの皆様、一年間
お疲れさまでした。

マーケティング・コミュニケーション（MC）委員長� L.中島建治

新型コロナウイルスの影響を強く受けた 1 年でしたが、社会・奉仕委員会では出来る限りのアクティ
ビティを行い、メンバーの皆様のご協力、積極的なご参加のお陰で、無事に今年度を終えることが出来
ました。中でも、東日本大震災を取り上げた、岩手県陸前高田市と松江市を結んだリモート講習会では、
戸羽太市長はじめ、被災者の方々から、震災から10年の今だから伝えられる魂の言葉に触れ、高校JRC
部員をはじめ、参加者全ての心に刺さる意義深い講習会となりました。災害を「遠くの他人事」ではな
く「自分の事」として考え、今後の防災・減災への意識向上につながったものと確信しています。唯一
無二の貴重な瞬間・沢山の縁と学びの機会を頂き、心から感謝申し上げます。

社会・奉仕委員長� L.山田さおり

今だ出口の見えない新型コロナ禍の 1 年、事業委員会の活動も大きな制約に悩みながらあっと言う間
に過ぎてしまいましたが、巣篭り自粛と医療への不安で健康・福祉の取上げる献血推進とヘアドネーショ
ン活動への認識の高まりを如実に感じた 1 年でもありました。

献血推進と 3 年目をスタートするヘアドネーションは松江LCの大切な活動であり今後も継続する責
任を強く感じました。

事業委員会は若年層との連携が重要であり、次年度へ繋げて行ければと思います。皆様のご協力もお
願い致しま〜す。

健康・福祉委員長� L.経種順治

今年度国際・教育委員長を仰せつかり、コロナ禍の中できることを模索しながらの一年間でした。様々
な場面でお力添えをして頂いた持田会長をはじめ、松江LCメンバーの皆様に心より感謝申し上げます。

今期はいろいろな制限がある中、松江LC杯松江市中学校野球大会も無事開催することができ、東光学
園様とは交流会はできませんでしたが、本の寄贈をさせていただき、子供たちの笑顔を見ることができ、
嬉しく思いました。

この一年間、皆様には大変お世話になり無事終えることができましたことを心より感謝申し上げます。
一年間本当にありがとうございました。

国際・教育委員長� L.又川　智



【参加者】L.山田、L.持田、L.田中、L.宮本、L.塔村、L.三原、L.福田、L.門脇、L.原、L.伊瀨、L.大野、L.小林、L.中尾
【リモート参加者】L.有田、L.永原、L.原田、L.山延、L.西尾、L.佐々木（幸）、L.古志野、L.経種、L.野津（富）、L.井谷　�以上23名（順不同）

陸前高田市から学ぶ災害時の心得　〜今私たちにできること〜　講習会
� 2月 7日（日）　　松江卸センター会館　1階大会議室

社会・奉仕委員会では毎年、防災についてアクティビティを開催しています。 4 回目となる今回は、大震災か
ら10年目を迎えるのを前に岩手県陸前高田市とリモートでつなぎ、松江、安来市の高校のJRC部の生徒の皆様を
対象にした講習会を開催致しました。当日は陸前高田市長　戸羽　太様　からリモートでメッセージを頂き、陸
前高田『ハナミズキのみち』の会代表の浅沼様には講演を頂きました。また被災当時高校 2 年生であった藤江様に
は震災時の事をインタビュー形式で聞かせて頂きました。山田委員長自ら取材されたVTRも紹介され、アドバイ
ザーとして松江市防災安全課の永田様に感想を聞きながら震災当時の事を教えて頂きました。（VTR出演者 陸前
高田市地域振興部　村上様、同都市計画課　出沼様、居酒屋　車屋酒場店主　熊谷様）　

生徒の皆さまをはじめ、参加者全員が真剣に講師の皆様の話を聞き、素晴らしい講習会を開催する事が出来ま
した。当日、リモートに参加して頂いた戸羽市長様、淺沼様、藤江様、陸前高田LC遠藤会長ほかメンバーの皆さま、
ご協力頂きありがとうございました。

当日は多くのマスコミ関係者の方々も取材に来られニュースや新聞などで紹介されました。

6 月 9 日、松江市総合福祉センターにおいて社会福
祉法人 松江市社会福祉協議会と松江LC、松江湖城
LC、松江葵LCの 3 クラブが災害時におけるボランティ
ア支援に関する協定調印式が上定昭仁松江市長の立ち
会いのもと厳粛に執り行われました。

【参加者】Ｌ.大野、Ｌ.古志野、Ｌ.持田、Ｌ.池尻

社会・奉仕委員会 委員長　L.山田さおり

社会福祉法人�松江市社会福祉協議会との災害時におけるボランティア支援に関する協定調印式
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健康・福祉委員会 委員長　L.経種順治

献血リレーキャンペーン� ２月７日（日）　イオン松江店

国際・教育委員会

令和 3 年 2 月18日国際平和ポスター表彰式
を松江三中校長室にて行いました。作品を応
募して頂きました、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した。

入賞作品はポスターを持っていらっしゃる
生徒さんです。おめでとうございます。

令和 3 年 3 月14日、某施設に書籍を寄贈致しました。
お疲れ様でした。

国際平和ポスター表彰式� 2月18日（木）　松江三中校長室

書籍寄贈� 3月14日（日）

【参加者】L.持田会長　L.原幹事　L.又川委員長　L.野津��
� 以上 9名（順不同）

委員長　L.又川　智
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【参加者】L.経種、L.持田、L.安達（盛）、L.原、L.門脇、L.古志野、L.遠藤、L.岸本、L.長谷川、L.池尻、L.布野、L.𫝆井、L.佐々木（恭）、L.中島
【献血者】L.富田、L.足立、L.實重、L.安達（亨）　以上� 18名（順不同）

コロナ禍でアクティビティ開催が困難となる中、本年度 2 回目となる献血キャンペーンの開催となりました。
今回は同様に活動ができない島大献血サークル『ぐっぱ』との合同後援として学生支援も併せて行うアクティビ
ティとなりました。血液センター、ぐっぱ、松江LCの 3 団体でリモート会議を行い計画を進めたアクティビティ
です。当日は大勢の方々に献血のご協力頂きありがとうございました。経種委員長をはじめ健康・福祉委員会の
メンバーの皆さま、参加されたクラブメンバーの皆さま、お疲れ様でした。
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第1553回例会� ●開催日／2月5日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

第1554回例会� ●開催日／2月19日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

第1555回例会� ●開催日／3月5日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

2 月第一例会は、久々の会場での開催となりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、時間を短縮し
ての開催となりました。併せてZoomを利用した例会も試験的に行いました。

主な例会内容
◎会長挨拶　◎上期会計報告　会計　L.小林　
◎上期会計報告の承認　
◎誕生祝贈呈　 L.伊瀨、L.佐藤、L.足立、L.岩本、  

L.鷦鷯、L.渡邊、L.安達（亨）、L.福田
◎幹事報告　　幹事　L.原　
◎委員長報告　 社会・奉仕委員長　L.山田  

国際・教育委員長　L.又川　
◎TTタイム

2 月第二例会は、前回同様に、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、時間を短縮しZOOMと併用した例会
を行いました。本例会では、東武トップツアーズ㈱松江支店 支店長 落水 要 様、㈱ホテル一畑 取締役営業部長 
藤原 淳司 様、お二人の入会式が行われました。

主な例会内容
◎入会式　◎幹事報告　幹事　L.原
◎委員長報告　  社会・奉仕委員長　L.山田  

健康・福祉委員長　L.経種  
国際・教育委員長　L.又川

◎TTタイム

3 月第一例会も引き続き、新型コロナ感染拡大防止対策として時間を短縮し、Zoomと併用の開催となりまし
た。TTタイムには日本相撲甚句会認定歌い手西尾TTによる相撲甚句『詐欺にかからない　おまじない』の披露
がありました。素敵な唄声ありがとうございました。皆さま方も特殊詐欺に十分注意しましょう。

主な例会内容
◎会長挨拶　
◎誕生祝贈呈　
 　L.小林、L.山本、L.山﨑、L.古志野、L.田中、
　L.有田、L.藤原、L.佐野、L.池尻
◎幹事報告　◎委員長報告　◎TTタイム
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第1556回例会� ●開催日／3月19日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

第1557回例会� ●開催日／4月2日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

第1558回例会� ●開催日／4月16日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

3 月第二例会も引き続き、時間を短縮し、Zoomと併用での開催となりました。開会に先立ち、東日本大震災
から10年目を迎える節目の年でもある事から参加メンバー全員で黙祷を捧げました。

主な例会内容
◎会長挨拶　◎アワード伝達

《モナークシェブロン》
40年　L.坂根　35年　L.井谷　15年　L.坪内　L.石田　L.塔村
10年　L.瀬𥔎　L.門脇　L.山本　L.経種　L.富田　L.中尾

《プログレスMJFピン》L.大野（ 9 回目献金）
◎次期役員指名会　◎幹事報告　◎委員長報告　◎TTタイム

4 月第一例会は本来ならば花見例会と称してナイト例会を開催しますが、昨年に続き、コロナ感染拡大防止対
策として本例会もZoom併用の短縮例会となりました。桜も散りはじめてきましたが、メンバーの皆さまに少し
でも花見気分を味わってもらいたいと言うことで春らしい和菓子が用意されました。

主な例会内容
◎会長挨拶　◎次期役員選挙会
◎誕生祝贈呈
　L.井谷、L.谷田、L.赤名、L.太田、
　L.實重、L.中村、L.宮本、L.布野
◎幹事報告　◎TTタイム

本例会もZoom併用、短縮例会での開催となりました。開会に先立ち持田会長より、L.小林のお孫さんとL.山
田の娘さんにヘアドネーションの感謝状の贈呈がありました。 3 月末での集計で総勢163名、感謝状発送95名と
経種委員長より報告がありました。皆さまのご協力に対し心より感謝申し上げます。引き続きよろしくお願い致
します。　

例会では 2 月に行われた、社会奉仕委員会のアクティビティで陸前高田市とリモートでの講習会の模様を編集
したDVDの上映がありました。

主な例会内容
◎会長挨拶
◎陸前高田市から学ぶ　災害時の心得　
〜今、私たちにできること〜

『今、伝えたい　被災地10年の想い　
〜岩手県陸前高田市からのメッセージ〜』
◎幹事報告　◎TTタイム
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第1559回例会� ●開催日／5月7日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

第1561回例会� ●開催日／6月4日（金）　●場所／ホテル一畑例会報告

本例会もZoom併用、短縮例会で
の開催となりました。主な例会内容
として336-D地区ガバナーエレクト
に就任されましたL.大野美雄様に、
持田会長よりお祝いの花束を贈呈し
て頂き、L.大野美雄様より336-D地
区ガバナーエレクト就任の挨拶を頂
きました。L.池尻悟次期松江LC会
長より、次期組織について発表があ
りました。

第1560回例会� ●開催日／5月21日（金）　●場所／なにわ一水例会報告

本例会は、松江市内での新型コロナウイルス感染
拡大の状況を鑑み、特別措置として、急遽Zoom・
E-DESKを利用した例会となり、一部のスタッフに
よりなにわ一水からZoomで配信いたしました。

会長挨拶に続き、認証65周年記念例会の決算報
告、幹事報告、長谷川次期社会・奉仕副委員長によ
る委員長報告、TTタイム、ライオンズローア並び
に閉会宣言及び閉会ゴングで終了いたしました。

早く通常の生活が戻り通常の例会ができること
を願います。

6 月第一例会は、リニューアルオー
プンしたホテル一畑で感染予防対策を
しっかりととったうえで久しぶりの通
常例会（ズーム併用）となりました。

主な例会内容
◎アワード伝達
◎長期在籍者表彰
◎誕生祝贈呈
◎ 各委員長が 1 年を振り返って  

委員長スピーチ　など



新会員紹介

L.落
おち

水
みず

　要
かなめ

1965年 6 月 1 日生 

【旅行業】

東武トップツアーズ㈱
松江支店支店長 

（SP　L.坪内 浩一）

2021年 2 月入会 私、東武トップツアーズ（株）松江支店で支店長を務めております
落水　要と申します。

この度、歴史と伝統を誇る松江LCに入会させていただき、誠にあ
りがとうございます。

高校生までは山口県の下関市で過ごし東京の大学を卒業した後、
当時の東急観光に入社し、大阪➡京都➡広島➡徳島➡山口➡広島と
勤務し、本年 1 月に松江に赴任いたしました。

今後ともご指導の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

L.藤
ふじ

原
はら

淳
じゅん

司
じ

1966年 3 月11日生

【サービス業（ホテル）】

㈱ホテル一畑
取締役営業部長 

（SP　L.坪内 浩一）

2021年 2 月入会 この度は伝統と歴史ある松江LCに入会させて頂き誠に光栄でござ
います。

私はホテル一畑へ入社し、現在22年目を迎えております。
入社以来営業系の部署で働き現在に至っております。
この度の皆様との出会い、ご縁は私にとって大きな財産となり宝と

なると思っております。
松江LCの一員として精一杯努力させて頂きます。
何卒ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げ入会の挨拶とさせ

ていただきます。

4月24日（土）玉造温泉カントリークラブ第三回松江LCゴルフ部コンペ

【趣味部会】ゴルフ部 （部長：L.山延祐也）

【参加者】�
L.持田、L.永原、L.鷦鷯、L.井谷、L.竹田宏、L.三原、L.矢田、� �
L.上野、L.金津、L.又川� 以上11名（順不同）

順位 氏　　名 OUT IN GROS HDCP NET
1 山延　祐也 48 46 94 21.6 72.4
2 又川　　智 47 49 96 22.8 73.2
3 竹田　宏一 48 45 93 19.2 73.8
4 金津　　健 46 52 98 24.0 74.0
5 矢田　邦敏 56 55 111 36.0 75.0
6 三原　良樹 49 41 90 14.4 75.6
7 上野　親弘 49 52 101 25.2 75.8
8 井谷　耕造 44 52 96 19.2 76.8
9 持田　幸治 49 56 105 27.6 77.4
10 鷦鷯　　治 59 54 113 27.6 85.4

本年度三回目となります、松江LCゴルフ部コンペが
玉造温泉カントリークラブにて 4 月24日（土）に開催さ
れました。

上位入賞者は以下の通りです。
優勝 L.山延　　準優勝 L.又川　　 第 3 位 L.竹田

タイトル 投稿月 リーチ数
（閲覧ユーザー数）

1 『松江LC認証65周年記念例会　記念事業編』 11月 1591

2 『陸前高田市から学ぶ災害時の心得〜今私たちにできること〜講習会』 2月 660

3 『ライオンズ像周辺の除草・清掃活動』 9月 423

4 『第50回　松江市小学校バスケットボール大会　共催』 8月 333

5 『松江LC第1540回例会』 7月 294
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松江LC�Facebook　リーチ数トップ５　【2020.7〜】
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松江LC
ホームページ

園山俊二（1935ー1993）
松江市出身　漫画家

委員長
L. 中島

副委員長
L. 太田

委員
L. 富田

委員
L. 渡邊

委員
L. 竹内

委員
L. 伊藤

この1年間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。�2020.7~2021.6


