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【参加者】�
L.池尻、L.山本、L.石田、L.遠藤、L.𫝆井、L.古志野、
L.太田、L.上野、L.中村、L.富田 以上10名（順不同）
【献血者】�
献血申込者数62名、献血者数52名、不採血者数10名

健康・福祉委員会 委員長　L.遠藤郁哉

いのちに届け！献血リレーキャンペーン実施� 8月29日（日）　イオン松江店

第9回松江ライオンズクラブ杯松江市中学校野球大会� 9月25日（土）　深田運動公園野球場（松江市鹿島町）

サンキュー年賀� 12月13日（月）　松江市立皆美が丘女子高等学校・松江市立朝酌小学校

【参加者】�
L.池尻、L.門脇、L.岸本、L.山本、L.�石田、�L.井谷、�
L.安達（亨）、L.野津（富）、L.佐々木（恭）、�L.山田、L.太田、�
L.長谷川、L.宮本、L.𫝆井、L.實重、L.田中、L.岩本、
L.原、L.山﨑、L.山延、L.岩田、L.又川、�L.小林、L.富田
� 以上24名（順不同）

国際・教育委員会 委員長　L.野津富士男
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健やかに We Serve!!

コロナ禍でアクティビティが困難な中、本年度
初の献血推進活動の実施となりました。今回も
島大献血サークル『ぐっぱ』の皆様と合同後援と
なりました。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。

本大会は昨今のコロナ過の中、開催につきまして非常に難し
い判断でしたが、松江LCの活動の柱の一つでもある「青少年健
全育成の支援」の一環として、関係各所のご指導を仰ぎながら、
開閉会式を簡素化し新型コロナウイルス感染防止対策（入り口
を一か所にし検温、消毒、入場者氏名連絡先の記帳、ライオン
ズクラブメンバーは抗原検査を実施し陰性を確認しての入場、
試合合間のベンチ等の消毒など）を徹底しての開催になりまし
た。

松江市内の中学生13チームが 4 ゾーンに分かれて予選大会を
行い勝ち抜いた 4 チーム（松江第一中学校、松江第四中学校、
宍道中学校、湖東中学校）で決勝トーナメントを行いました。

選手のみなさんはもちろん指導者の方、保護者の皆様、審判
員の方、救護の方皆様のご協力で今大会も素晴らしい
大会になりました。また野津国際・教育委員長はじめ
参加メンバーの皆様お疲れ様でした。

令和 3 年12月13日（月）松江市立皆美が丘女子高等学校及び
松江市立朝酌小学校に対しそれぞれ250枚のサンキュー年賀を
お渡ししました。

今年の年賀取り組みに対し、皆美が丘女子高等学校へ山陰
中央新報社様から取材がありました。

同校及び松江市立朝酌小学校では校長先生をはじめ各学年
担任の先生が、スケジュールの厳しい中葉書の書き方などを
授業で取り組んでいただき手紙文化の振興に寄与していただ
きました。松江LCから提供を受けたことについてとても喜ん
でおられました。



【参加者】�
L.大野、L.池尻、L.門脇、L.岸本、L.山本、L.石田、L.安達（盛）、
L.古志野、L.竹田、L.有田、L.竹内、L.西尾、L.田中、L.経種（順）、
L.杉峠、L.𫝆井、L.佐々木（恭）、L.長谷川、L.布野、L.伊藤、L.經種（剛）、
L.山田・犬山穂乃佳さん、L.富田� 以上24名（順不同）

世界ライオンズ奉仕デー　松江北公園清掃活動� 10月 9日（土）　松江北公園ライオンズ像周辺

社会・奉仕委員会 委員長　L.田中洋二

【参加者】�
L.大野、L.池尻、L.門脇、
L.山本、L.石田
� 以上 5名（順不同）

【参加者】�
L.大野、L.山本� 以上 2名（順不同）
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松江LCが最初にエクステンションを行った米子LCの結成記念例会に参加しました。
来年の 4 月24日（日）に米子ライオンズクラブ認証65周年の式典が行われることも発表され、小野会長様から

「ぜひお越しください」とのお言葉を頂戴いたしました。
例会後の懇親会では多数のLLも参加され、和やかな雰囲気の中で美味しいお料理とお酒を楽しみました。
余興の『味覚王は誰だ？』では、ワイン・地ビール・地酒等の難問に、ただ一人全問正解のパーフェクトで池

尻会長が見事『味覚王』に輝きました！
米子LCの皆様、本当にありがとうございました。

松江市総合福祉センターで行われた『災害ボランティアセンター立ち上げ訓練in松江市』に、大野ガバナーと
参加してまいりました。

ライオンズクラブ・青年会議所・社会福祉協議会等から70名ほどの参加者があり、午前中は「日野ボランティ
アネットワーク」山下弘彦様の講義、午後からは同じく「日野ボランティアネットワーク」森本智喜様を中心と
して、参加者全員で災害ボランティアセンターの立上げと運営の演習を行いました。

朝10：00の開始から午後 3：30過ぎのまとめ迄、内容の濃い講習で大変勉強になりました。
出来れば大規模な災害などが起こらず、この経験を生かさなくて済む事を祈りたいと思います。〈文：幹事 L.山本〉

米子ライオンズクラブ結成記念例会 ⃝開催日／11月24日（水）
⃝場　所／華水亭

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練in松江市 ⃝開催日／11月29日（月）
⃝場　所／松江市総合福祉センター

世界ライオンズ奉仕デーにあわせて松江北公園ライオンズ像周辺の除草・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。



【講　師】�
前半�大野美雄�336-D地区ガバナー
後半��矢野敏明元�336-D地区ガバナー��

地区名誉顧問
【参加者】�
L.遠藤、L.長谷川、L.上田、L.落水、
L.藤原、L.甲斐、L.經種（剛）
� 以上 7名（順不同）
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健やかに We Serve!!

7 月第二例会はビジターとして336-D地区大野ガ
バナー、山﨑キャビネット幹事、足立キャビネット
会計、永原ＭＣ委員長、佐々木キャビネット事務局
長にお越し頂きました。

主な例会内容
◎ビジター挨拶
◎アワード伝達
◎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
◎2020年度決算・監査報告・決算承認
◎2021年度予算（案）発表、承認
◎幹事・委員長報告

第1564回例会� ●開催日／7月16日（金）　●場所／ホテル一畑
例会報告

新年度最初の例会が 7 月 2 日ホテル一畑にてZoom併用で開催されました。池尻新会長の開会ゴングではじま
り、会長挨拶及び運営方針発表、入会式、2020年度純例会100％出席賞贈呈、誕生祝贈呈、委員長挨拶、幹事報告、
趣味部会について、TTタイムなどがおこなわれました。

第1563回例会� ●開催日／７月２日（金）　●場所／ホテル一畑(Zoom併用)
例会報告

2021～2022年度 336-D地区 1 R新会員研修会がサンラポーむらくもにて行われました。

2021～2022年度 336-D地区1R新会員研修会 ⃝開催日／12月5日（日）
⃝場　所／サンラポーむらくも
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8 月第一例会はビジターとして336-D地区 1 R小澤RC（東出雲LC）、 1 R 2 Z青山ZC（鹿島島根LC）、 1 R古藤
R幹事（東出雲LC）、 1 R 2 Z平塚Z幹事（鹿島島根LC）の四名の方にお越し頂きました。

主な例会内容
◎会長挨拶
◎ビジター挨拶
◎誕生祝贈呈
◎ 会員スピーチ  
「私を支えてくれた事」  
L.長谷川正樹

◎幹事・委員長報告
◎趣味部会勧誘について

主な例会内容
◎ 会長挨拶　池尻 悟 会長
◎ 日本ライオンズ理事長ならびに336-D地区ガバナーから

のコロナ禍におけるクラブへのお願いについて  
大野 美雄 336-D地区ガバナー

◎ 誕生祝贈呈  
Ｌ.後藤 勇、Ｌ.山延 祐也、Ｌ.伊藤 哲也、  
Ｌ.中島 建治、 Ｌ.西尾 清文、Ｌ.矢田 邦敏

◎ 委員長報告　遠藤 郁哉 健康・福祉委員長（リモートにて）
◎ Ｔ・Ｔタイム　安達 亨 Tツィスター

今例会は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、
リモート開催のみとなりました。

第1565回例会� ●開催日／８月６日（金）　●場所／ホテル一畑（Zoom併用）
例会報告

第1567回例会� ●開催日／９月３日（金）　●場所／Zoom・E-DESK例会
例会報告

8 月第二例会が 8 月20日ホテル一畑にてZoom併用で開催されました。
主な例会内容
◎会長挨拶
◎入会式
　經種 剛様 株式会社エダネット 代表取締役
◎ 長期在籍者表彰  
【40年】Ｌ.坂根 勝　【35年】Ｌ.井谷 耕造

◎ 会員スピーチ  
「陸前高田を訪れて」Ｌ.山田さおり

◎幹事・委員長報告

第1566回例会� ●開催日／８月２０日（金）　●場所／ホテル一畑（Zoom併用）
例会報告
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健やかに We Serve!!

前回に続き今例会も、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、リモート開催のみとなりました。
主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長
◎ 事業委員会アクティビティ（第一次案）の発表  

田中 洋二 社会・奉仕委員長（リモートにて）  
遠藤 郁哉 健康・福祉委員長（リモートにて）  
野津 富士男 国際・教育委員長（リモートにて）  
その他発表　山本 勝己 幹事

◎アクティビティ案の承認　池尻 悟 会長
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎ 委員長報告　野津 富士男 国際・教育委員長（リモートにて）
◎TTタイム　安達 亨 Tツィスター

今例会も、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑
み、リモート開催のみとなりました。

主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長
◎ 誕生祝贈呈  

L.大野 美雄　L.石田 博義　L.門脇 泰  
L.野津 富士男　L.中尾 禎仁　L.遠藤 郁哉

◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎ 委員長報告  

野津 富士男 国際・教育委員長  
田中 洋二 社会・奉仕委員長（リモートにて）

◎TTタイム　安達 亨 Tツィスター

10月第二例会が10月15日ホテル一畑にて感染防止対策をしっかりと取り（検温、アルコール消毒、マスク着用、
一人一人の間にアクリル衝立）Zoom併用ながら久しぶりの会場で開催されました。

主な例会内容
◎会長挨拶　
◎ アワード伝達  
《キャンペーン100アワード　ライオン・コミットメント 楯》  
L.大野 美雄 　L.坂根 勝  

《キャンペーン100アワード　ライオン・アクション ピン》  
L.古志野 功

◎ 会員スピーチ　  
 L.遠藤 郁哉   演題　「日々の仕事から学んだこと」  
L.岩田 浩岳   演題　「動け、日本。動け、島根。」

◎幹事報告　◎委員長報告　◎TTタイム

第1568回例会� ●開催日／9月17日（金）　●場所／Zoom・E-DESK例会
例会報告

第1569回例会� ●開催日／10月1日（金）　●場所／Zoom・E-DESK例会
例会報告

第1570回例会� ●開催日／10月15日（金）　●場所／ホテル一畑（Zoom併用）例会報告
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健やかに We Serve!!

本年度のチャーターナイト記念例会はホテル一畑で昼の例会で開催されました。会長挨拶に引き続きアワード
伝達そしてチャーターナイト記念スピーチ　大野ガバナーより「松江ライオンズの歴史」について大変興味深く
参考になるスピーチをしていただきました。

主な例会内容
◎会長挨拶　会長　L.池尻 悟
◎ アワード伝達  
《ダイアモンドセンテニアルアワード》　L.永原 秀治

◎ チャーターナイト記念スピーチ  
336-D地区ガバナー　L.大野 美雄【演題】「松江ライオンズの歴史」

◎幹事報告　幹事　L.山本 勝己
◎委員長報告　 会員委員長　L.足立 守  

国際・教育委員長　L.野津富士男
◎TTタイム　Tツィスター　L.安達 亨

第1571回チャーターナイト記念例会� 　
例会報告 ●開催日／11月5日（金）

●場所／ホテル一畑
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健やかに We Serve!!

今例会は、ゲストスピーカーに松江市長 上定 昭仁 様をお迎えして行われました。
主な例会内容
◎会長挨拶    池尻 悟 会長
◎ ゲストスピーチ　松江市長　上定 昭仁様  

演題「米国のコロナ禍に学ぶわが国地方のポテンシャル」
◎ 入会式  

金子洋介様　岩井コスモ証券㈱松江支店　支店長
◎ アワード伝達  
《プログレスMJFピン》　L.長谷川正樹（ 1 回目献金）  
《キャンペーン100アワード ライオン・アクション ピン》   
 L.長谷川正樹

◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎委員長報告  野津 富士男 国際・教育委員長
◎TTタイム　安達 亨 Ｔツィスター

今例会は、ゲストスピーカーに断捨離トレーナー　田中富士美 様をお迎えして行われました。
主な例会内容
◎会長挨拶    池尻 悟 会長
◎ゲストスピーチ　 断捨離トレーナー　田中富士美 様  

演題「はじめての断捨離！」
◎ アワード伝達  
《プログレスMJF》  
L.大野 美雄（10回目）　L.池尻　 悟（ 2 回目）  
L.安達 盛二（ 2 回目）　L.山本 勝己（ 1 回目）  
L.石田 博義（ 1 回目）  

《キャンペーン100 サポーターピン》   
L.大野 美雄、L.池尻 悟、L.安達 盛二、L.山本 勝己、  
L.石田 博義、L.長谷川正樹

◎ 誕生祝贈呈  
L.塔村 正樹、L.山﨑 敏弘、L.富田 秀則、L.上野 親弘　　

◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎委員長報告　金津 健 計画委員長
◎TTタイム　安達 亨 Ｔツィスター

第1572回例会� ●開催日／11月19日（金）　●場所／ホテル一畑・Zoom
例会報告

第1573回例会� ●開催日／12月3日（金）　●場所／ホテル一畑・Zoom
例会報告

松江市長�上定�昭仁�様

断捨離トレーナー
田中富士美�様
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12月第二例会（クリスマス忘年例会）が12月17日ホテル一畑にて開催されました。昨年は新型コロナ感染拡大
により中止となり久しぶりのナイター例会となりました。

主な例会内容
◎会長挨拶
◎ 入会式  

影 大地様 影和株式会社 代表取締役
クリスマス忘年例会懇親会
◎松江プラバ少年少女合唱隊『演奏会』
◎乾杯　◎LT・TT幹事・会計余興

第1574回例会�クリスマス忘年例会��������例会報告 ●開催日／12月17日（金）
●場所／ホテル一畑
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12月22日（水）出雲空港カントリー倶楽部松江LCゴルフ部コンペ

【趣味部会】ゴルフ部 （部長：L.伊藤哲也）

順位 氏　　名 OUT IN GROSS HDCP NET

1 上野　親弘 51 45 96 21.6 74.4
2 永原　秀治 49 46 95 20.4 74.6
3 又川　　智 48 48 96 20.4 75.6
4 金津　　健 50 51 101 25.2 75.8
5 中島　建治 57 48 105 28.8 76.2
6 竹田　宏一 51 51 102 25.2 76.8
7 井谷　耕三 53 48 101 24.0 77.0
8 三原　良樹 45 53 98 20.4 77.6
9 安達　　亨 58 53 111 32.4 78.6
10 影　　大地 49 48 97 18.0 79.0
11 安達　盛二 60 54 114 34.8 79.2
12 渡邊　　学 55 59 114 34.8 79.2
13 伊藤　哲也 61 53 114 32.4 81.6
14 小林　　悟 62 62 124 36.0 88.0
15 竹内　祐子 65 64 129 36.0 93.0
16 杉峠　英広 71 74 145 36.0 109.0

上位入賞者は以下の通りです。
優　勝　Ｌ.上野　　準優勝　Ｌ.永原
第 3 位　Ｌ.又川

令和 4 年 1 月 7 日、新年最初の例会を開催いたしました。
最初に阿羅波比神社宮司 立脇様に清祓をしていただき、新年最初の会長挨拶、幹事報告・委員長報告があり、

引き続き足立雅楽典様の琴、橋本啓山様の尺八による「春の海」の演奏で新年賀会が開催されました。

第1575回例会�新年賀会例会� ●場所／サンラポーむらくも
例会報告

【参加者】�
L.上野、L.永原、L.又川、L.金津、L.中島、L.竹田、L.井谷、
L.三原、L.安達（亨）、L.影、L.安達（盛）、L.渡邊、L.伊藤、
L.小林、L.竹内、L.杉峠�� 以上16名（順不同）

●開催日／1月7日（金）



新会員紹介

MATSUE LIONS CLUB　　 10

健やかに We Serve!!

L.甲
か

斐
い

義
よし

弘
ひろ

1962年 1 月 1 日生 

【自動車販売、修理業】

島根日産自動車㈱
松江店理事店長 

（SP　L.坪内 浩一）

2021年 7 月入会 この度は伝統と歴史ある松江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、島根日産自動車㈱松
江店長　甲斐義弘と申します。出身は奥出雲町、勤務は雲南
店、出雲店を経験して参りました。ライオンズクラブの奉仕の
精神で可能な限り諸活動にも皆様と一緒に参加したいと思っ
ております。今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し
上げます。

L.經
え

種
だね

　剛
つよし

L.金
かね

子
こ

洋
よう

介
すけ

L.影
かげ

　大
だい

地
ち

1984年 1 月 6 日生

1973年 6 月 9 日生

1981年10月20日生

【建設業】

【金融業】

【建設業】

㈱エダネット
代表取締役 

岩井コスモ証券㈱
松江支店支店長 

影和株式会社
代表取締役 

（SP　L.長谷川正樹）

（SP　L.坂根 勝）

（SP　L.上野 親弘）

2021年 8 月入会

2021年11月入会

2021年12月入会

この度、松江LCに入会させていただきました經種剛と申します。
仕事は建設業で電気工事業、管工事業を営んでおります。 
昨年 6 月より個人事業から法人化により再出発することに

なりました。
皆様と共に、社会奉仕活動を通じてネットワークを広げ、違

う職種の方との親交を深めることで、人間としても幅を広げて、
日々勉強させていただこうと思っております。

未熟ではございますが、ライオンズの理念である奉仕の精
神を学び、自分に出来る事を精一杯努力していく所存です。

今後ともご指導の程よろしくお願いします。

私、岩井コスモ証券㈱松江支店で支店長を務めております
金子　洋介と申します。

この度、伝統と歴史のある松江LCに入会させて頂き誠に
光栄でございます。

1999年に岩井コスモ証券（当時はコスモ証券）に入社し現在
23年目を迎えております。

入社以来関西から九州と10支店を勤務し2021年10月より松
江に赴任致しました。

今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。

はじめまして。私、土砂崩壊防止、落石対策、地盤改良工
事などを手掛けております、影

エイ

和
ワ

株式会社の影大地と申します。
この度は、歴史と伝統を誇る松江LCに入会させて頂いたこ

と、また、御会員の皆様方とのご縁を頂けたことを大変光栄
に思っております。

大変微力ではございますが、松江LCの一員として精一杯
努めてまいる所存ですので、何卒ご指導ご鞭撻賜りますよう
お願い申し上げます。
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