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1　　 MATSUE LIONS CLUB

健やかに We Serve!!

ライオンズクラブ国際協会336-D地区 第68回年次大会 ⃝開催日／4月17日（日）
⃝場　所／島根県民会館
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今となれば、あっという間の一年間でした。一年前の今頃は、新型コロナウイ

ルスも収束し通常通りの活動ができるものと信じておりましたが、この思いとは

裏腹に新型コロナウイルスに翻弄される一年となりました。

例会についてはZOOM・イーデスクでの開催が 6 回にも及び、委員会によって

はZOOMでの開催を余儀なくされ、会員の皆様の交流を妨げることとなってしま

いました。アクティビティの中止も相次ぎ、社会を明るくする運動、小学生バス

ケットボール大会、災害ボランティア育成事業、献血の呼びかけ等、会員の皆様

の奉仕の心を具現化する機会を逸することとなってしまいました。また、姉妹ク

ラブ、エクステンションクラブとの交流は多くの催しが中止となり平常通りとは

なりませんでした。以上のことから、クラブ間、会員間の結びつきが弱まってし

まったのかもしれません。新型コロナウイルスに成り替わりまして深くお詫び申

し上げます。

このような状況下、第66代会長を仰せつかり貴重な経験をさせて頂きました。元来、人前に出ることが苦手で

内向的な私にとって例会や他クラブ訪問時の会長挨拶は、緊張と赤面の連続で自分が何を言っているのか毎回分

からなくなる有様でした。しかし、回数を重ねるごとに少しは慣れることができたことは良い経験だったと感じ

ております。

反面、会長としてのクラブ運営に関しては至らぬ点も多く、会員の皆様へ十分な配慮が出来ず、もしかしたら

嫌な思いをされた方も居られるかもしれません。この場をお借りしてお詫び申し上げます。

最後に「会長を経験してどうだった？」と問われたならば「良かったです！」と素直に答える自信があります。

これは、松江LCの皆様のお力添えがあり、また温かく見守っていただけたからこそ出てくる答えであると思い

ます。一年間本当にありがとうございました！

新型コロナウイルス蔓延により、岸本第二副会長との協議の結果、前年度に続き

今年度も会費を徴収させていただくこともなく活動を休止せざるをえない一年間と

なりました。唯一、クリスマス忘年家族例会へ長女と共に参加させていただき、会

員の皆様、LLの方々とお話をさせて頂けたことが大変良い思い出となりました。

一刻も早く、新型コロナウイルスの影響を受けることなく様々な活動ができます

こと、そして皆様方のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして退任の挨拶にかえさせて

いただきます。

主人ともども一年間お世話になりまして本当にありがとうございました。

第66期会長

L.池尻　悟

会長退任のご挨拶

婦人会長退任のご挨拶

婦人会長
LL.池尻聡子
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幹事退任のご挨拶
コロナウイルスの蔓延が始まってから二年以上が経過し、そろそろ緩やかにでも収束に向

かってくれないかとの希望を持ってスタートした今期でしたが、そう甘くはありませんでし
た。 9 月の例会・委員会のZOOM開催・ 3 月第二例会のE-DESK開催等、直前になっての変
更で会員の皆様には大変なご迷惑をお掛けし、本当に申し訳ありませんでした。

またそのような状況の中でも柔軟、迅速に対処して頂いた計画委員会・MC委員会の皆様に
は感謝しかありません。

それでも感染が減少したタイミングで、「松江市中学校野球大会」・「Xmas忘年家族例会」・「新
年賀会」を開催出来た事は本当に幸運でした。宝塚LC60周年記念式典に参加させて頂いた時
にも思いましたが、やはり会員の皆様が顔をそろえてアクティビティや会合を行う事の大切
さを改めて痛感した一年でした。

次期門脇会長の時こそ、通常の状態に戻ることを祈念し退任の挨拶とさせて頂きます。
一年間本当にありがとうございました。

幹事
L.山本勝己

会計退任のご挨拶
大野ガバナー誕生という記念すべき年度に、池尻会長の元で会計の大役を仰せつかりまし

た。職務の内容がわからないまま、皆様の助けを借りながらの一年、間もなく任期を終えよ
うとしています。

会計収支についてですが、予算どおりの収入に対して、コロナの影響で事業費会計、例会
食費会計など大幅に支出が少なくなりそうです。毎月の収支計算書の報告等の読み間違いそ
の他会計の職務が、上手く出来なかったこと反省していますが会計経験者の池尻会長、山本
幹事、鷦鷯財務委員長、財務委員会の皆様方、事務局の角さんの優しく温かいご指導のお陰
で何とか無事に職務を果たせそうです。

地区年次大会に出席できず残念でしたが、三役として米子LC、宝塚LCの周年式典、複合大
会に出席はとても勉強になる貴重な体験をさせて頂きました。

最後になりましたが、皆様に感謝申し上げて退任の挨拶とさせていただきます。

会計
L.石田博義

この度、ライオンテーマーを退任することとなりました。
今思えば、未熟者の私が何故このような大役を拝命頂いたのかが分かる気がします。
池尻会長はじめ執行部の皆様のご協力を賜りながら本当に貴重な経験をさせていただきました。
以前、「経験は知恵になる」と教わった事がございます。
知らなければ、経験しなければわからない事はたくさんあります。
難しさを感じながらではありますが、経験させていただいた事は私にとって大きな知恵に

なったと実感しています。
最後になりますが、例会ではお聞き苦しい司会、不慣れな進行で皆様にご迷惑をおかけし

ましたこと申し訳ありませんでした。そして、ありがとうございました。

LT退任のご挨拶

ライオンテーマー
L.杉峠英広

昨年、池尻会長からTツイスターの指名をいただき、喜んでこのお役を受けさせていただ
きました。しかし、役を受けた当初は、自分で務まるだろうかという心配と緊張もしましたが、
あっという間の一年でした。また、貴重な体験をさせていただき、新しい発見あり、会員の
皆さんとの友情もこれまで以上に育むことができました。これも役を受けたおかげと思って
おります。コロナ禍の中で例会の形が変則的になるなど、目まぐるしい一年でしたが楽しく
務めさせていただき、会員の皆さんにはたくさんのドネーションをご協力いただき本当に感
謝の気持ちでいっぱいです。一年間、本当にありがとうございました！

TT退任のご挨拶

テールツイスター
L. 安達　亨
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今年度会員委員長を仰せつかり、早いもので一年間が終わろうとしています。池尻会長の
方針に添って、委員会活動を務めさせていただきました。委員会のメンバー、会員の方々の
ご支援ご協力により委員長を終えることが出来ました。増やすとも、減らさず、会員維持の
思いで努めましたが、残念ながら（―）になりました。コロナ感染で研修会、新会員歓迎会、等々
出来なくてとても残念に思っています。年次大会、姉妹クラブの交流も縮小です。336-D地
区では、残念ながら 4 クラブの解散とのことお聞きしています。最後になりますが、委員会
の皆様、スタッフの皆様のご協力に感謝を申し上げ退任の挨拶といたします。

会員委員長 L.足立　守

委員長退任のご挨拶

情報・指導力委員会は、会長や理事会からのクラブ運営について諮問に応えることと、災
害による緊急援助金など増大する歳出をどのように判断・査定していくことで、池尻会長の
方針に即し、松江LCがより良いクラブづくりに向けて、取り組むことが重要な役割でした。
持田副委員長をはじめ、委員会のメンバーの皆様に助けて頂き、責務をなんとか終えること
が出来ました。私自身も、第二副会長から始まり 5 年続けての役を終えること、地区役員と
して 2 年、MC委員長を終えることに安堵しています。これも会員の皆様にご協力いただいた
からこそと感謝しております。

今年の 7 月には還暦を迎えますので健康に留意し、心穏やかに過ごしていきたいと思って
おります。 1 年間、本当にありがとうございました。

情報・指導力委員長 L.永原秀治

今年度も収まることのないコロナによって、思うような予算執行できない難しい一年であっ
たと思います。

そんななかでも、予算をやり繰りしてなんとか有意義な使い道を模索された役員の方々に
おかれては本当にお疲れ様でした。

一年間、委員会メンバーの方々に支えていただき、適切なる財務運営が出来たと思っています。
会長、幹事、会計の役員の方々、事務局の角さん、大変お世話になりました。
また、委員会のメンバーの方々には委員会の高い出席率とともに、たくさんのご意見を賜

り重ねて厚くお礼申し上げます。
お陰様で委員長の一年を何とか乗り越えられました。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。

財務委員長 L.鷦鷯　治

1 年前池尻会長からのご指名で計画委員長をお受けしましたが、会長・幹事の絶大なサポー
トと委員会の皆さんのご協力で無事に任期を終えられそうになった事に対しまして心から感
謝申し上げます。コロナ禍ということもあり、充実した例会企画ができませんでしたが、最
後の年次例会は池尻会長の集大成となる例会にできるよう最後まで気を引き締めて参ります。
1 年間大変お世話になりました。

計画委員長 L.金津　健  
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一年間、大変お世話になりました。
この一年は、コロナ禍のために、水郷祭の清掃活動の中止、高校地域防災ボランティア養

成研修の中止と大変残念でしたが、その様な状況の中でも世界ライオンズ奉仕DAY清掃活動、
代替アクティビティとして困窮留学生支援事業、 3 年ぶりに「日本列島クリーン大作戦」宍道
湖岸清掃が出来たことは良かったです。

一年間、会長、副会長、幹事、理事、社会・奉仕委員の皆様、そして松江LCの皆様、本当
にありがとうございました。

社会・奉仕委員長 L.田中洋二

今年度、健康・福祉委員長を務めさせて頂きました。前年度に引き続きコロナ禍での活動
となり、献血推進活動の進め方について頭を悩ませた一年でした。他方で、 3 年目に入った
ヘアドネーション活動については、これまでの地道な広報により協力美容院の数も増え始め、
今後に明るい展望が見えてきたように感じております。

松江LCメンバーの皆様のお力添えを頂き、何とか一年を走り切ることができました。心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。

健康・福祉委員長 L.遠藤郁哉

「コロナ禍でどこまでできるのか」いや「それでもやり方はあるはず」そんな思いで拝命し
た国際・教育委員長。国際という名の新しいアクティビティはできないものかと意気込んだ
ものの世情に阻まれ、最低限例年の活動はと向き合いました。小学生バスケは土壇場で荒天
中止となったものの中学野球、国際平和ポスター、東光学園との交流など皆様の理解と協力
をいただき実施することができました。先方に “We Serve” の精神が届いたのであれば幸いで
す。何より様々な方々とお会いし経験と元気をいただいたことは私にとって大きな財産とな
りました。この場をお借りし皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

国際・教育委員長 L.野津富士男

今年度再び、MC委員長を務めさせていただきました。
今年度も新型コロナウイルスの影響でアクティビティもあまり行えず、主に例会のズーム

設定・フェイスブックのアップをさせていただきました。MC委員会の皆様のご協力のおかげ
で無事に終えることが出来ました。

次年度はコロナも落ち着きアクティビティ等、本来のクラブ活動が出来、MC委員会もフル
に広報活動できることを願います。 1 年間ありがとうございました。

マーケティング・コミュニケーション（MC）委員長 L.富田秀則
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年度途中の令和元年（2019）11月21日、ピンチヒッターで第二副地区ガバナーに就任以来、 2
年 7 ケ月が経ちました。あっと言う間であったような気もしますし、長かったなーと言う気もし
ます。二つの思いが脳裏に交差しています。

時しあたかも新型コロナウイルス感染拡大の真っ最中、加えてロシアによるウクライナへの軍
事進攻、世界中で旧来の価値観が激変したと言っても過言ではない時期であり、忘れようにも忘
れられない大きな出来事でした。

昨年 7 月、ガバナー就任以来長引くコロナ不況と閉塞感が漂い、人心は些か荒廃し、ライオン
ズの諸活動も制限されました。

ガバナーとして地区をリードしていく中で、抵抗勢力もありました。本当に心が折れそうになっ
た時もありました。しかし、私の心の中には「池尻会長はじめ松江LCのみんながバックについて
いてくれる」との思いが常にあり、随分救われました。LCIF、MJF、SON支援、米国竜巻被害支
援等々各種献金にも、ガバナー排出クラブとして積極的に取り組んでいただき、大いに面目を保
つことが出来ました。

年次大会も開催か中止か、逡巡しました。縮小開催といえども、原田大会委員長の熱意とアイ
デアで 3 年ぶりに立派に開催できました。

私のような浅学の者が、松江LCの歴史の中にガバナーとして刻んでいただけたのも、応援して
下さったすべての皆様のお陰です。地区でも複合でも、多くの人との貴重な出会いが沢山ありま
した。今後 4 年間は常任名誉顧問として、地区役員に残ることになります。これからは私が松江
LCにご恩返しをさせていただく番です。

山﨑キャビネット幹事、足立キャビネット会計、原田大会委員長、佐々木事務局長、副幹事、
副会計、大会役員、お世話になりましたすべての方々に衷心より厚くお礼申し上げます。

本当に有難うございました。

336-D 地区ガバナー

L.大野美雄

ガバナー退任のご挨拶
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キャビネット幹事 L.山﨑敏弘

突然の副地区ガバナー交代で、松江クラブが336-D地区ガバナーを輩出する事となり大野ガバ
ナーが誕生しました。万全の準備にて臨んだにも関わらず、福代、沢キャビネットと翻弄したコ
ロナは衰える事もなく、むしろ脅威を増してきました。事前の研修会もDVDに保存して各クラ
ブに配布するなど対処をしましたが、他府県でのクラブ例会後の飲食でクラスターが発生、この
ことがマスコミの報道されるやボランティア団体としての自覚を問われることとなりました。

これにより 8 月からの16地区への公式訪問を全て中止の判断をされたガバナーの苦渋の決断
は、心中如何許りかと思います。また 8 月20日には日本ライオンズ仁科理事長がコロナ感染拡大への最大の対策
とする書簡を全クラブに発信されました。まさに異例なことで危機感を持って対応しなければとの思いを皆様が
自覚された事と思います。周年行事、諮問委員会、キャビネット会議など各種会議が縮小や中止、また延期とな
りスタッフの方々は準備に費やした以上の労力でキャンセルなどの対応に追われました。

年次大会はごく少数の方々に出席頂き、県民会館にて 4 月16～17日の両日開催し、初めて録画による配信を
行いました。年次大会を開催しない選択肢もありましたが、 3 年も開催しないと年次大会そのものを知らない会
員が増えるとの危惧感もあり、セレモニーを映像保存という方法が選択されました。

団体としての活路と地域社会との共存共栄との間で揺れ動いた一年でした。
幹事としてガバナーとして思う存分手腕を発揮していただく事なく、又何のお役にも立てずに一年が終わる

のは誠に残念ですが、会員の皆様にご支援を頂き任期を終える事が出来ますことに感謝申し上げます。

キャビネット会計 L.足立　守

皆様には、この一年間大変お世話になりました。大野ガバナーをささえるべく会計に就任
しましたが、結果はいかほどか？振り返ると至らぬことばかりで、申し訳なく思います。し
かし私自身は大変楽しい一年間でした。

山口県内、島根県内はもとより、行く先々で知り合うメンバー達には、初対面であっても
仲間として受け入れていただきました。仲間を笑顔で迎え、また、笑顔で迎えて頂く、ライ
オンズで良かったと思う瞬間を、至る所で味わいました。これも会員の皆様の、寛容な心が

あったからです。大野ガバナーをはじめ、山﨑幹事、佐々木事務局長、原田大会委員長等々列挙できぬほどの
人達に、お世話になりました。一年間誠にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いしま
す。今の気持ちは感謝・感謝の気持ちでいっぱいです。

MC委員長 L.永原秀治

336-D地区のMC委員として副委員長を 1 年、委員長として 1 年、 2 年間務めさせていただ
きました。新型コロナウイルスが感染拡大によって人の動きがすっかり変わり年次大会も制限
付きの開催、キャビネット会議等も中止となったりすることで、回数も減り、ライオンズクラ
ブにとっても大きく支障をきたしているように感じた 2 年間でありました。

MC委員会の重点活動であります会員及び地域社会にライオンズクラブの奉仕事業や活動を
PRすること、ライオンズクラブの情報を広め、イメージの高揚に努めること。この活動も十

分にできたとは言えない 2 年間だったことが残念に思えております。
コロナ感染が収束し、ライオンズクラブの活動を通して今までのようにメンバー一人ひとりの繋がりが深ま

り、あらゆる接点を意識し、コミュニケーションを深め、各方面にありのままのライオンズを知ってもらう、そ
うした機運を高めるための、MC委員会の役割が堂々と全うできる日が来ることを楽しみにして、退任のご挨拶
とさせていただきます。



2021～2022年度ライオンズ国際平和ポスターコンテストガバナー賞と感謝状の贈呈�
� 1月21日（金）　島根県立松江ろう学校

島根県内の母子生活支援施設に玩具を贈呈� ２月５日（土）　島根県内の母子生活支援施設

【参加者】�
L.池尻、L.野津（富）、L.佐々木（恭）
� 以上 3名（順不同）

国際・教育委員会 委員長　L.野津富士男
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1 月25日（火）松江市立第三中学校において2021～2022年度ライオンズ国際平和ポスターコンテストの感謝状
の贈呈があり池尻会長、野津富士男 国際・教育委員長が出席しました。

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。

2 月 5 日（土）島根県内の母子生活支援施
設に玩具を贈呈いたしました。

2021～2022年度ライオンズ国際平和ポスターコンテスト感謝状贈呈� 1月25日（火）　松江市立第三中学校

1 月21日（金）島根県立松江ろう学校において2021～2022年度ライオンズ国際平和ポスターコンテストのガバ
ナー賞と感謝状の贈呈があり池尻会長、国際・教育委員会より野津富士男委員長、佐々木恭子副委員長が出席し
ました。

ガバナー賞を受賞された山縣様おめでとうございました。



困窮留学生支援事業�　新型コロナウイルスオミクロン株感染拡大に伴う留学生の支援
� 2月25日（金）　山陰中央専門大学校

母国からの仕送りもない方も多く、アルバイト収入に頼る留学生。その中において、オミクロン株感染拡大に
伴い、アルバイト自粛・中止を余儀なくされている留学生を対象とした、食糧支援を行うことになりました。

支援内容
困窮留学生（ベトナム、ネパールからの留学生）60名を対象として一人当たり約3,000円の食料品支給
◎島根県産きぬむすめ 2 kg
◎レトルトカレー中辛200g× 5 袋
◎レトルト牛丼の具180g× 2 袋
◎レトルト中華丼の素220g× 2 袋
◎インスタントラーメン　 4 種×各 2 袋

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.岸本、L.石田、
L.安達（亨）、L.井谷、L.足立、L.安達（盛）、
L.古志野、L.有田、L.竹内、L.経種、
L.實重、L.中村、L.田中、L.中島、L.山田、
LB.山田（親子）、L.佐々木（恭）、L.野津（富）、
L.長谷川、L.經種、L.𫝆井、L.富田
� 以上25名（順不同）
この他にも、職場、地区で参加された
会員もいました。
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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］� 6月12日（日）　宍道湖・中海

6 月12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。この 2 年間新型コロナウイルスの影響で中止されていましたが今年は実施され、早朝 7 時30分、
上定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。
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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。
主な例会内容
◎会長挨拶   池尻 悟 会長
◎ライオンズ創立者報恩の月にあたり松江LC永年功労者を讃えて記念品贈呈
　【52年】L.坪内 孝満　【43年】L.横山 統晨　【41年】L.坂根 勝　
　【37年】L.後藤 勇　　【36年】L.山﨑 敏弘　【35年】L.井谷 耕造　
　【34年】L.澤田 暉夫、L.田中 信行、L.大野 美雄　【33年】L.谷田 英人
　【32年】L.曳野 敏彦　【26年】L.天野 宏昌、L.原田 瑞樹　【25年】L.足立 守　
　【24年】L.安達 盛二、L.伊瀨 宣夫　【23年】L.渡邊 学
　【21年】L.野津 祐一　【20年】L.古志野 功、L.竹田 宏一
◎上半期会計報告　石田 博義 会計　
◎上半期会計報告の承認　池尻 悟 会長
◎誕生祝贈呈　 L.竹田 宏一、L.甲斐 義弘、L.三原 良樹、  

L.經種 剛、L.上田 直樹
◎指名委員の任命について　池尻 悟 会長　
◎幹事報告　山本 勝己 幹事
◎委員長報告　 
　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）
◎T・Tタイム　安達 亨 Tツイスター

今例会も前回に続き、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
◎アワード伝達《プログレスMJF》
　L.足立 守　（ 1 回目）L.永原 秀治（ 3 回目）L.坪内 浩一（ 2 回目）
　《モナークシェブロン》
　【35年】L.澤田 暉夫、L.田中 信行　【25年】L.足立 守　
　【20年】L.古志野 功、L.竹田 宏一　【15年】L.鷦鷯 治、L.佐藤 茂　
　【10年】L.三原 良樹、L.安達 亨、L.岩本 徹、L.西尾 清文、L.和田 淳一
　《会員キー賞》 L.坪内 浩一
◎誕生祝贈呈　 L.伊瀨 宣夫、L.佐藤 茂、L.足立 守、L.岩本 徹  

L.鷦鷯 治、L.渡邊 学、L.安達 亨、L.福田 真也
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎委員長報告　𫝆井 泰久 健康・福祉副委員長（リモートにて）
◎T・Tタイム　安達 亨 Tツイスター

第1576回例会� ●開催日／1月21日（金）　●場所／ZOOM・E-DESK例会
例会報告

第1577回例会� ●開催日／2月4日（金）　●場所／ZOOM・E-DESK例会
例会報告
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今例会も前回に続き、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　◎L.坂根 勝　元地区ガバナーへの記念品贈呈
◎アワード伝達
　《キャンペーン100アワード ディディケーションロッカーピン》（L.永原 秀治）
　《キャンペーン100アワード アクションロッカーピン》
　（L.池尻 悟、L.安達 盛二、L.坪内 浩一、L.山本 勝己、L.石田 博義）
◎元地区ガバナーを讃えるスピーチ　L.大野 美雄　【演題】『歴代ガバナーを讃えて』
◎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）
◎T・Tタイム　安達 亨 Tツイスター

今例会は、島根県のまん延防止等重点措置が解除されて最初の例会となりホテル一畑とZOOMによるハイブ
リット例会となりました。もちろん感染防止対策（マスク着用・アクリル板設置・食事は持ち帰り等）はしっか
りととって開催いたしました。

主な例会内容
◎会長挨拶    池尻 悟 会長
◎松江LCが輩出する地区ガバナーを讃えて　L.大野 美雄 地区ガバナーへ記念品贈呈
◎地区ガバナーに激励のスピーチ　L.後藤 勇　【演題】『ガバナーに感謝して』
◎誕生祝贈呈
　L.小林 悟、L.山本 勝己、L.山﨑 秀幸、L.古志野 功、L.田中 洋二、L.有田 律、L.藤原 淳司、L.池尻 悟
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　◎委員長報告  田中 洋二 社会・奉仕委員長
◎T・Tタイム　安達 亨 Tツイスター

第1578回例会� ●開催日／2月18日（金）　●場所／ZOOM・E-DESK例会
例会報告

急遽E-DESK例会へ変更となりました。

第1579回例会� ●開催日／3月4日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM
例会報告

第1580回例会� ●開催日／3月18日（金）　●場所／E-DESK例会
例会報告
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今例会は、ホテル一畑とZOOMによるハイブリット例会となりました。感染防止対策（マスク着用・アクリル
板設置）をしっかりととって開催いたしました。

主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長　◎アワード伝達《プログレスMJF》　L.岸本 義之 
◎誕生祝贈呈　 L.井谷 耕造、L.谷田 英人、L.赤名 健司、L.太田 裕子　  

L.實重 正樹、L.中村 誠、L.宮本 紀之、L.布野 裕二
◎会員スピーチ　L.伊藤 哲也　【演題】『自己紹介』
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　　◎T・Tタイム　安達 亨 Tツイスター

今例会も、ホテル一畑とZOOMによるハイブリット例会となりました。また、次期役員選挙会が行なわれ、
選任状が授与されました。

主な例会内容
◎会長挨拶    池尻 悟 会長　◎次期役員選挙会　選任状授与 
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　　◎T・Tタイム  石田 博義 会計
◎年次大会について　大野 美雄 336-D地区ガバナー

5 月第一例会はビジターとして336-D地区大野美雄ガバナー、336-D地区足立守キャビネット会計の二名の方
にお越し頂きました。

主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長　◎ビジター挨拶　大野 美雄 336－D地区ガバナー
◎次期組織表発表　門脇 泰 次期会長　　　
◎誕生祝贈呈　L.曳野 敏彦、L.原 章博、L.経種 順治、L.杉峠 英広
◎会員スピーチ　L.藤原 淳司　【演題】『ホテルでの出会い』
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　◎T・Tタイム　安達亨Tツイスター
◎出席率の発表　瀬﨑 剛 会員委員　◎閉会宣言及び閉会ゴング　池尻 悟 会長

5 月第二例会では、アワード伝達・会員スピーチ（L.上田 直樹）など  
短縮例会の中で盛りだくさんの内容で行われました。

主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長 　◎アワード伝達　大野 美雄 336－D地区ガバナー
◎会員スピーチ　
L.上田 直樹　【演題】『クリニック開業とライオンズクラブ入会とコロナとの戦い』　　
◎誕生祝贈呈　L.曳野 敏彦、L.原 章博、L.経種 順治、L.杉峠 英広
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　◎委員長報告　遠藤 郁哉 健康・福祉委員長
◎T・Tタイム　安達 亨Tツイスター　◎出席率の発表　経種 順治 会員委員
◎閉会宣言及び閉会ゴング　池尻 悟 会長

第1581回例会� ●開催日／4月1日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM
例会報告

第1582回例会【選挙会】�●開催日／4月15日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM例会報告

第1583回例会� ●開催日／5月6日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM
例会報告

第1584回例会� ●開催日／5月20日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM
例会報告
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6 月第一例会は、長期在籍者表彰、誕生祝贈呈、委員長スピーチ～ 1 年を振り返って～などの内容で行われました。
主な例会内容
◎会長挨拶　池尻 悟 会長 
◎長期在籍者表彰　
　【35年】L.澤田 暉夫、L.田中 信行　【25年】L.足立 守　
　【20年】L.古志野 功、L.竹田 宏一　【15年】L.鷦鷯 治、L.佐藤 茂　
　【10年】L.三原 良樹、L.安達 亨、L.岩本 徹、L.西尾 清文、L.和田 淳一
　【 5 年】L.山延 祐也
◎誕生祝贈呈　L.坪内 孝満、L.持田 幸治、L.落水 要、L.𫝆井 泰久 、L.金子 洋介
◎委員長スピーチ　～ 1 年を振り返って～
　足立 守 会員委員長　永原 秀治 情報・指導力委員長　鷦鷯 治 財務委員長　
　金津 健 計画委員長　富田 秀則 MC委員長　田中 洋二 社会・奉仕委員長　
　遠藤 郁哉 健康・福祉委員長　野津 富士男 国際・教育委員長
◎幹事報告　山本 勝己 幹事　
◎委員長報告　田中 洋二 社会・奉仕委員長  金津 健 計画委員長 
◎T・Tタイム　安達 亨Tツイスター　◎出席率の発表　足立 守 会員委員長
◎閉会宣言及び閉会ゴング　池尻 悟 会長

第1585回例会� ●開催日／6月3日（金）　●場所／ホテル一畑・ZOOM
例会報告

4 月 9 日（土）、宝塚ライオンズクラブ認証60周年記念式典が宝塚ホテルで開催され松江LCから大野ガバナー、
池尻会長、門脇第一副会長、山本幹事、石田会計、L.安達（盛）、L.佐々木（幸）、L.原、L.赤名の 9 名が出席させ
ていただきました｡

宝塚ライオンズクラブ認証６０周年記念式典 ⃝開催日／4月9日（土）
⃝場　所／宝塚ホテル
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松江LC
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副委員長
L. 又川

委員
L. 中尾

委員
L. 佐藤

委員
L. 三原

委員
L. 實重

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。 2021.7~2022.6

委員長
L. 富田


