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松江ライオンズクラブ第58代会長を拝命いたしました。

6月21日の年次例会に於いて安達盛二会長より引継ぎを受けました。身の引き締まる思い

です。

松江ライオンズクラブは1956年に日本で28番目に結成された永い歴史と輝かしい伝統を誇

るクラブです。そのクラブの、くしくも坂根ガバナーが就任された時の会長を「浅学菲才」

の身を省みずお受けし光栄に思う一方、その責任の重大さを今更ながら痛感しているところ

で御座います。在籍期間は長いものの、指導力を持ち合わせて居りません。幸いにも永原幹

事、佐藤会計、瀬﨑L.T、松浦T.Tのバイタリティあふれる皆様に補佐していただくことに

致しました。また新しい発想と感性豊かな方々に委員長をお願い致しました。すばらしいア

クティビティを展開して頂けるものと期待しております。

これからは、会員の皆様とスタッフの意見の集約を図り、諸先輩ライオンズメンバーが築

かれたクラブ運営とアクティビティを伝承し新しい歴史を構築し実りある一年にしたいと

思っています。会員各位のご指導ご支援をお願い申し上げます。

さて、今期スローガンを「We Serveの心で58年、繋げよう真心の奉仕」といたしました。

どんな素晴らしいアクティビティも心に愛がなければ相手に感動を与えません。愛のある奉

仕を行います。

また、テーマは「伝統を受け継ぎ、品格あるClub Life」です。名門クラブの品格を守らな

ければならないと思います。

私にとって一番長い一年になりそうです。「一意専心」努力してまいりますので一年間宜

しくお願い申し上げます。

会長就任のご挨拶
第58期会長　L.後藤　勇
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地区ガバナー

L.坂根　勝

ライオンズクラブは創立者メルビン・ジョーンズによって1917年アメリカ合

衆国シカゴで誕生し、以来約 1世紀を経て現在2013年。昨今の世界を取り巻く

環境は、様々な危機状況からより安定する方向を求めて急激に動いていくよう

な感があります。

私共は、こうした中にあって当然ながら地域社会に思いを置き『自由を守り、

知性を重んじ、我々の国の安全をはかる』のスローガンのもと、日々ライオニ

ズムの高揚に努力を重ね続けて行かねばなりません。

末川博立命館名誉総長は「未来を信じ 未来に生きる」という名言を残されて

います。夢と希望のある未来を信じ人にやさしい環境づくりを目指し、バリー・

J・パーマー国際会長の『Forrow Your Dream』（夢を追いかけよう）を合言葉

として、地域により大きな感動を呼び起こさせるようなアクティビティを実施し

て頂ければ誠に幸いに思います。皆様と共に行動で奉仕活動に努める所存です。

「学然後知不足」の心境ながら、引き続き精進を重ねて参りますので、どう

か温かいご理解とご支援をお願い申し上げます。

地区役員就任あいさつ

地区ガバナーに就任して
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キャビネット幹事

L.大野美雄

キャビネット会計

L.野口泰男

1R・RC

L.原田瑞樹

地区最古参のクラブでありながらその後の縁が薄く、故L.森山松夫以来、実
に33年ぶりに松江LCからL.坂根勝が地区ガバナーに就任することになりま
した。
第二副地区ガバナー就任以来、クラブ挙げて応援体制を整えて来ました

が、まさか私がキャビネット幹事をするようになろうとは、当時夢想だにしま
せんでした。L.坂根の度重なる懇請とクラブメンバーの推挙を頂戴し、とうと
う幹事を受けることとなってしまいました。もとより浅学菲才、就中ライオン
ズの知識にも乏しく、その任に有らざることは重々承知しています。恰も蚊子
の鉄牛を咬む思いですが、拝命しました以上は影の形に従うが如くL.坂根に随
い、任を全うする覚悟です。
既に岡村ガバナーのもとで副幹事として 1年間勉強させて頂きましたが、
2月に次期キャビネット事務局を開設以来、日本ライオンズ、336複合、地区
内99クラブとの連絡調整等、諸準備の段階ですら戸惑うことばかりでした。ご
迷惑を掛けることが無いよう、今後も一生懸命精進して行く所存です。皆さま
方の一層のご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げます。
1年後には笑顔でおれるであろうことを、今から夢見ています。

松江LCに待望久しいガバナーが誕生しました。 7月 9日ドイツ・ハンブル
グでのガバナー任命式を終えて正式にガバナーに就任されました坂根ガバナー
です。私事地区キャビネット会計と云う大役を仰せつかりました。会計として
財政を円滑な姿で運営できれば幸いと思っています。
幹事のL.大野は大変卓越したお方で、私を上手くリードして頂けるものと信

じて居ます。そしてキャビネットスタッフの方々と共に坂根ガバナーを支える
べく努力したく思っています。故事に努力にまさる天運なしとあります。天運
を味方につけれる様努力する所存です。この一年坂根ガバナー、及びキャビ
ネットスタッフ、又会員各位の無病息災を念じながら、良き年で終えられる様
祈って止まない者の一人です。

この度、336-D地区 1 Rリジョンチェアパーソンを拝命いたしました。RCの
一番のお役目は、坂根ガバナーの想い、そして基本方針をしっかりと受け止
め、 1 Z・ 2 Zそれぞれのゾーンチェアパーソンに伝えること、そして、 1 R内
14のクラブそれぞれが、実行し実現へと導いて行くことであります。今年度は
坂根ガバナーの大きな目標として、336-D地区 1～ 7 R全てに支部をつくると
いう大きな目標を掲げておられます。昨今、ライオンズクラブをとり巻く環境
は大変厳しく、支部と言えども決して楽なことではありません。しかしなが
ら、坂根ガバナーの想い一つ一つをかたちにする為にも、今こそ我が 1 Rが、
さらにさらに「大きな力を発揮するとき」なのです。この一年、皆さんと共に
力を合わせ取り組んで参りましょう。
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幹事就任ご挨拶
次年度、幹事という大役を仰せつかりました永原です。
2010年 2月に原田さんのスポンサーで入会させていただき、3年と 4ケ月

の間、のほほんとクラブの経験をさせて頂きましたが、委員長の経験もなく、
知識も能力も不足している私にとって、その職責の重さを日々感じております。
幹事としての準備期間の短い中、わからないことばかりで、諸先輩をはじ

め横井事務局長にもお聞きすることばかりでしたが、どなたも丁寧に教えて
くださり、本当に助けて頂きました。また、次年度がうまく運べる様に色々
取り計らっていただいた先輩もいらして、松江ライオンズクラブメンバーの
やさしさや温かさを強く感じることができました。ありがとうございました。
お蔭さまで次年度への準備期間の 3ヶ月は私の在籍期間の 3年間より何

十倍ものライオンズクラブに関することを勉強させて頂いたように感じてお
ります。
この調子で参りますと来年の 6月年次例会にはタテガミが生えているこ

とと思います。
また、私が幹事を受けたことによってご迷惑をお掛けした方々もおられます。
この方々が困っていらっしゃるときは、井の一番に出来る限りの協力をさ

せていただき、いっしょに頑張っていきたいと思っております。
次期幹事が決まってから、他のクラブとの交流の席で会長幹事が決まって

言われていたことは「ライオンズクラブはクラブである、クラブは楽しくな
くてはいけない」と言われておりました。次年度も楽しいクラブを追及して
いきたいと考えておりますが松江ライオンズクラブは楽しさだけではいけな
いようです。
先日の歴代会長懇談会の席での小玉先輩が「クラブは楽しくあるべきです

が、歴史ある松江ライオンズクラブは対面も意識しなくてはいけないことが
大変です」と言われました。
内輪の特別例会などは楽しさを追求しみんなで笑い一体感を深めて行き

たいと思いますが、ビジターの訪問される例会や他クラブの合同例会の時な
どは楽しさの中にも、次期後藤会長の会長テーマにもある「伝統と品格」を
意識し、背筋に一本通った緊張感を忘れることのない運営を心掛けて行きた
いと考えております。
次年度は坂根ガバナーが誕生されるおめでたい年となります。年次大会も

松江で開催です。新年合同例会、広島鯉城ライオンズクラブとの交換会もホ
ストクラブです。宝塚ライオンズクラブとの交流も切らすことはできません。
大変忙しい一年となりますが、坂根ガバナー誕生の特別な年ということを

自覚し、皆様が通年より少しライオンズクラブへの意識を高く持っていただ
ければ大過なく、また楽しくやっていけると信じております。
私も、ライオン像とピンを受け取ったからには来年のこの年次大会までは

弱音を吐かず前向きにやって参ります。
最後になりますが、皆さまの、絶大なるお力添えと、心温まるご指導をお

願い致しまして就任のご挨拶とさせていただきます。
1年間どうぞよろしくお願い致します。

幹事

L.永原秀治
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LT就任挨拶

TT就任のご挨拶

会計就任挨拶

ライオンテーマー

L.瀬﨑　剛

会計

L.佐藤　茂

テールツイスター

L.松浦祐一

この度、LTを仰せつかりました瀬﨑剛と申します。

歴史と伝統のある松江ライオンズクラブに入会させて頂き、少しだけ慣れ

てきたかなと感じていた矢先に予期せぬ大役を仰せつかり、大変身の引き締

まる思いでございます。

LTの役割を先輩会員の皆様からご教授頂きながら、スムーズな例会運営

を心がけて参りたいと存じます。

今の素直な気持ちを申しますと不安の方が大きいですが、これも与えて頂

いた良い機会と捉えて一所懸命務めさせて頂く所存です。

甚だ経験不足で至らぬ点もあろうかと存じますが、皆様 1年間どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

今年度、会計を務めさせていただきます佐藤です。

LC在籍 7年目で、まったくのキャリア不足で、会計の役目が務まります

かどうか不安ですが、皆様の大切なお金を扱うということにおいて重要な職

責と認識しております。

財務委員会さんと理事会の皆様方にはご指導を宜しくお願い致します。

全くライオンズの会計が分からない私ではありますが、お受けした以上

は、会計の皆様にご迷惑をかけないように、精一杯の努力を払って頑張って

いきたいと思います。どうかご協力頂きますよう宜しくお願い致します。

この度テールツイスターをつとめさせていただくことになりました。

「会合の調和、友好、活気の促進」という役割は大変に重く、前年度まで

のTTの皆様のご苦労を思い返すたびに不安が大きく膨らみます。

とはいえ、後藤会長、永原幹事のご指導のもと一年間頑張りますので会員

の皆様にも、温かいご指導とご協力を賜りますよう

心よりお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。
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第一副会長

L.竹田宏一

第一副会長就任挨拶

第二副会長もいつの間にか終わり、第一副会長に就任となり、次は「会長

か……」と思う今日この頃です。先ずは健康に留意し、仕事に精を出し、ライオン

ズで御返しが出来ればと考えています。

ライオンズクラブ会員として、まだまだ未熟なところも多くありますので、皆さ

んのご指導ご鞭撻を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。

第二副会長

L.古志野功

第二副会長就任挨拶

このたび、ご指名を頂き第二副会長に就任いたしました。2001年に入会以来、T.T、

幹事、会計とお役を務めさせて頂きましたが、クラブの運営についてまだまだわか

らないことばかりです。今年度の後藤会長・永原幹事を盛り上げ、次年度竹田第一

副会長と力を合わせながら、共に修行させて頂きたいと思います。

また第二副会長の責務として、事業委員会の各委員会メンバーの力を借りてそれ

ぞれの専門分野を生かした新たなアクティビティにチャレンジしていくこと、また

婦人部と趣味部会を活性化させ、来年の年次大会への求心力を高めるためにもクラ

ブ内の交流がさらに広まっていくことを目標に掲げ、無い知恵を絞り、汗をかいて

いく所存です。

本年度は、坂根ガバナーが誕生し、松江ライオンズクラブも大きな飛躍の年とな

ります。クラブの歴史と伝統を深く認識しながら、若い世代の次代へつながる新し

い発想も大いに取り上げていくことが出来ればと考えております。

1年間、会員各位の皆様のご理解、ご協力を心よりお願いいたしまして、就任の

ご挨拶といたします。

婦人会長

LL.後藤ひろ美

婦人会長就任のご挨拶

今年度、婦人会長という大役を仰せつかりました。

何もわかっていませんが、幸いにも担当の第二副会長である古志野様はライオン

ズのことは熟知しておられるとのこと。ご指導を受けながら務めさせていただきま

す。婦人会の皆様も私の娘の世代の方が多くなりました。嫁と姑の会？を仲良くやっ

て楽しい一年になりますよう、微力ながら頑張りますので皆様のご協力をお願い致

します。

また、今年度坂根ガバナーが誕生されました。おめでたいことです。来年は地区

年次大会が松江市に於いて開催されます。私たちの出番もあると思います。そのこ

とも合わせて、お願い申し上げます。
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会員・財務委員長　 L.井谷耕造
今年度より会員委員会と財務委員会が一つになりました。会員委員会は指名会で選

出された 2名が 3年間の任期で構成される委員会です。主に会員の増強と例会、委員

会および各研修会、大会の出席を奨励することが務めとなっております。また、財務

委員会は、会長の指名により任命され財務を掌る委員会です。財務委員会がクラブ予

算を作成し、これに基づいた理事会の予算執行を厳格に監督する役目を有します。

このように選出方法の異なる委員構成と異なる役目を持つ委員会が合併したこと

により、どのような委員会運営となるか全く予測が付きません。しかしながら、理事

会、例会で承認された大切な委員会ですから、会員一同知恵を出し合って会員の皆様

の附託に応えたいと存じます。

情報・指導力委員長　 L.足立　守
後藤会長のご指導の下に、今年度、情報・指導力委員長を一年間務めさせていただ

きます。何卒よろしくお願いいたします。

本委員会の役目としては、ライオンズクラブ国際協会に関することや、地区、クラ

ブ、複合地区に関すること、ライオニズム全般にわたること、そして、本年度は、坂

根勝地区ガバナー誕生の年です。キャビネット事務局の情報をリアルタイムで発信し

て、会員の皆様にご協力をお願いしたいと思います。

その他会員に余り知られていないと思われるライオニズムの大切なことなどにつ

いて、情報を提供することに努めたいと考えます。また、機会あるごとに、指導力の

重要性について会員の向上を高めるように努めたいと思います。さらに一言いえば、

336-D地区におけるリーダーシップの育成のために、ささやかでも尽力したいと考え

ております。後藤会長を微力だと思いますが、出来る限り補佐してまいりたいと思っ

ておりますが、浅学非才の身上、何卒よろしくお願い申し上げ就任のご挨拶とさせて

いただきます。

委員長就任挨拶

計画・PR委員長　 L.門脇　泰
今年度より新たな委員会編成となり誕生しました計画・PR委員長を務めさせてい

ただくこととなりました。

入会して未だ 3年、今迄は他人事であった会の運営でしたが、今年はその一翼を担

うこととなり、自分で務まるのか正直に不安な気持ちでいっぱいです。しかし、幸運

にも委員会メンバーには、頼もしいベテラン会員の方も多く、このメンバーの方々に

日々助けていただきながら、魅力ある例会作りに精一杯頑張りたいと思っています。

藤井副委員長、二宮副委員長をはじめ委員会の皆様ご迷惑をかける一年となります

が、宜しくお願い致します。

そして会員の皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力を宜しくお願い致します。
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環境・社会奉仕委員長　 L.高橋直輝
今年度環境・社会奉仕委員会の委員長を務めさせて頂くにあたり昨年より心構えは

致していたところ、任命式を目前に体調を崩しまして、この大役をお受けできるのだ

ろうかと悩みましたが、関係者の皆さまに支えられながら何とかスタートさせていた

だきました。

本当に有難いことだと痛感しております。この感謝を活動の勢いに転換して参りた

いと決意すると共に、当委員会は対外的な場での活動を通じて環境と社会奉仕に貢献

するというライオンズ精神に基づく直系の事業系委員会だと自負しておりますので、

その精神を忘れず計画し、メンバー皆さまの参加を促すといった事を継続していきた

いと思います。具体的な活動としましては、環境系のライオンズ農園の運営と活用と

して、さつま芋の栽培と松江ろう学校様との収穫祭と環境フェスタへの参加。奉仕系

の松江市内各所での清掃活動を中心に活動をして参ります。どの活動もメンバー皆様

の参加なくしては成り立ちませんので、各事業への参加を心よりお願い致します。最

後に成りますが、自身の体調不調につき、自分一人では何も出来ない現実が御座いま

すので、委員会メンバー全員で力を出して頂ける様な指導力を発揮出来るよう尽力す

ることをここに決意して委員長挨拶とさせていただきます。今年度一年間、何卒宜し

くお願い致します。

視聴覚・保健委員長　 L.山本勝己
今年度、視聴覚・保健委員長を務めさせていただきます。

「松江LC＝献血推進活動」と言えるくらいに、歴代の委員長の方々が熱心に取り組

み、成果を上げてこられたアクティビティを中心に、微力ではありますが精一杯頑張っ

て参ります。

今年度より事業委員会が再編され、不安な部分も多々ありますが、富田副委員長を

はじめ委員会の皆様、そして何より、クラブの皆様方のご指導、ご鞭撻、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

国際・教育委員長　 L.中尾禎仁
今期、国際・教育委員長を拝命いたしました中尾です。

まだ、入会して 2年が過ぎたところで、勉強不足なところも多々ございますが、三

原副委員長をはじめ委員の皆様と共に委員会を盛り上げてまいります。

地域や人々との出会いや活動させていただける家族や会社に感謝し、有益となるア

クティビティの実践に努めますのでよろしくお願いいたします。
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環
境
・
社
会
奉
仕
委
員
会

L.
柏
井
一
博

6 月21日に年次例会がホテル一畑で18時より開催されました。また同伴例会ということ
で、10名を超すご婦人の皆様にもご参加頂きました。
役員交代式では退任される安達会長をはじめスタッフや委員長の皆様が、無事にこの 1

年を務め上げた安ど感や達成感、御礼等をご挨拶されました。この 1年大変なプレッシャー
を感じながらお努めされていたことと思います。
それから、次期役員の皆様のご紹介とライオンズ像の引き継ぎ、ラベルピンの交換が執

り行われましたが、昨年入会した私には、初めて目にするライオンズ像にちょっとビック
リでした。
そして、次期会長テーマとスローガンの発表があり、後藤次期会長と永原次期幹事が、

ご挨拶でこれからの意気込みと思いをお話しされ、 2年目もしっかりと活動していこうと
気持ちも新たになりました。
その後、坂根ガバナーエレクトの乾杯で懇親会が始まり、池尻LT、有田TT、持田計画

委員長の楽しい余興で大いに盛り上がり、 2次会、 3次会と夜が更けていきました。
退任される役員の皆様、本当にお疲れ様でした。そして次年度のスタッフや委員長の皆

様、これから 1年間、何卒よろしくお願い致します。

年次例会に参加して
○開催日／平成25年6月21日（金）　○場所／ホテル一畑
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視
聴
覚
・
保
健
委
員
長

L.
山
本
勝
己

新年度最初のアクティビティとして恒例になっております『社会を明るくする運動』。
昨年同様、梅雨明けを思わせるような青空の下で 7月 1日（月）の午前 7時25分より、JR
松江駅北口を中心に行われました。今年で63回を数えるこの運動、毎年数多くの機関・団
体が参加され、非常に熱心に活動されています。
今年は島根スサノオマジックの曳野康久選手が「一日保護観察所長」に任命され、委任

状伝達等のセレモニーの後、例年同様、チラシ・ポケットティッシュ・ひまわりの花等の
キャンペーングッズを配布しながらの街頭活動を行いました。
真夏のような陽射しで汗ばむほどに気温が上がる中、皆様大変熱心に通勤・通学へと急

がれる方々への呼びかけ活動を行っていただきました。
早朝からのアクティビティにも係わらず、昨年を上回る31名のメンバーにご参加いただ

きました事、本当にありがとうございました。今年度も良いスタートが切れたのではない
かと思っております。
尚、ポール・腕章の準備に不備があり、ご迷惑をお掛けしました。この場を借りてお詫

びいたします。大変申し訳ありませんでした。
最後に一言だけ。『アクティビティにライオンズベストは必携です！』

第63回「社会を明るくする運動」
○開催日／平成25年7月1日（月）　○場所／JR松江駅北口

L.後藤、L.安達（盛）、L.古志野、L.永原、L.佐藤、L.瀬﨑、L.松浦、L.井谷、L.竹内（祐）、L.足立、
L.大野、L.原田、L.門脇、L.二宮、L.池尻、L.三代、L.安達（亨）、L.西本、L.山﨑（秀）、L.鷦鷯、
L.竹田（彰）、L.寺﨑、L.西尾、L.佐々木、L.富田、L.森山、L.岸本、L.河原、L.和田、L.中村、
L.山本 以上31名

参加者（順不同）
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視
聴
覚
・
保
健
委
員
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（
前
・
幹
事
）

L.
佐
々
木
幸
美

去る 6月15日夕景湖畔すいてんかくにて、現次期合同の諮問委員会が開会されました。
地区役員として、坂根ガバナーエレクトを始め 5名、クラブ現次期役員として、安達前

会長、後藤会長を始め 6名の、計11名で参加して参りました。
各クラブ会長の「 1年間を振り返って」というスピーチはとても興味深く、主なアクティ

ビティの紹介があったり、各々に抱えている問題点をクラブごとに提起、意見交換があっ
たりと、非常に勉強になる会でした。
その後の懇親会では、 1年間共に役員として活動させて頂いた、他クラブの皆様と語り

合い、またなかなかお目にかかる機会の少ない 1 Zの皆様との交流など、こちらも大変充
実した会となりました。幹事として最後の対外的な会も楽しく学ばせて頂き、皆様に感謝
致します。ありがとうございました。

1R第4回 現・次期合同ガバナー諮問委員会に参加して
○開催日／平成25年6月15日（土）　○場所／夕景湖畔すいてんかく

国
際
・
教
育
委
員
会

（
前
・
薬
害
・
保
健
委
員
長
）

L.
山
﨑
秀
幸

6 月23日（日）10：30～11：30、イオン松江店において厚生労働省等主催「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動（6.26ヤング街頭キャンペーン）が行われました。松江保健所から要請が
あり、松江LCも松江湖城LC、松江葵LC、ボーイスカウト、ガールスカウト、島根県薬剤
師会松江支部のメンバーとともに参加しました。
当日は曇りで暑くもなくすごしやすい天気でした。主催者の挨拶の後、グループになり

各所にわかれ「薬物乱用は、ダメ。ゼッタイ。」と訴えながら啓発グッズの配付を行いまし
た。私達の場所は中央入り口付近でしたが、朝早いこともあり人出が少なく思うように手
渡しが出来ませんでした。全体としては700個のグッズが予定通り約 1時間で配付終了に
なりました。
当日参加いただいた会員の皆様、ありがとうございました。

「ダメ。ゼッタイ。」6.26街頭キャンペーンに参加して
○開催日／平成25年6月23日（日）　○場所／イオン松江店

L.安達（盛）、L.佐々木、L.原田、L.森山、L.山﨑（秀）、L.三代、L.河原、L.富田、L.二宮、
L.安達（亨）、L.中村 以上11名

参加者（順不同）
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安達会長賞争奪ゴルフコンペ
ゴ ル フ 部 会

去る 6月16日の日曜日、島根ゴルフ倶楽部におきまして今年度の
安達会長賞争奪ゴルフコンペが開催されました。前日の雨も上がり
曇天ながらこの時期にしては絶好のゴルフ日和となりました。
今年度はいろいろな事情で、松江クラブのコンペには縁がありま
せんでした。
そこで、最後ぐらいはと日程を調整して参加いたしました。年度
優勝を争うには 6人の少人数で少し淋しい気がしますが、それぞれ
我こそはと意気込んでスタートしました。
11時スタートと遅い時間でしたが、1組目がL.古志野、L.池尻と私
の 3人のパーティーでした。出だしの 1番からパーが取れて調子に
乗るのかなと思っていましたが、続く3ホールはボギー続きで調子
がよいのか悪いのかわからなくなりました。その内、同伴のL.古志野
のエンジンが掛り始めましたので私は付いて行くのに必死でした。
本来ならば私もゴールドマークから打てるのですが、恰好を付け
て若いつもりで白マークから打ちました。しかし年齢には勝てず
L.古志野より20～30ヤードも於いて行かれるありさまで距離で圧倒
されました。それでも前半は43で納まり、午後の残りのハーフに望
みました。午後も始めは調子が良かったのですが、暑さと年のせい
で最後にバタバタし45点となりグロス88でのラウンドとなりました。
上がってみると、HC12の三原、36の實重、20の私がネット68で
並びました。その中で年齢上位の規約で優勝できましたのは、安達
会長と私の因縁を感じるとともに、ゴルフ同好会の皆様の敬老精神
のたまものと感謝申し上げます。

優
勝
者

会
員
・
財
務
委
員
会

L.
井
谷
耕
造

6月16日（日）
島根ゴルフ倶楽部

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 井 谷 耕 造 43 44 87 20.0 67.0

2 三 原 良 樹 39 41 80 12.0 68.0

3 實 重 正 樹 50 54 104 36.0 68.0

4 古 志 野 功 42 50 92 20.0 72.0

5 永 原 秀 治 46 47 93 13.0 80.0

6 池 尻 　 悟 75 68 143 36.0 107.0
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ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1369回例会 6月第 1例会（出席率85.33％）

L.坪内孝満 今度、一身上の都合によりクラブを
退会させていただくことになりました。44年 5ヵ
月もの長き在籍中には温かいご交情を頂き厚く
お礼を申し上げます。今後のクラブのいよいよ
のご隆昌と会員皆様のご健勝とご多幸をご祈
念申し上げます。心よりお礼を申し述べます。
L.持田幸治 L.坪内孝満の長年にわたるLCに
対する御功労に感謝して。誕生祝、5年の長
期在籍者表彰をいただきありがとうございまし
た。松江市より平成24年度工事に対する優良
工事の表彰をいただきました。この過分な栄誉
に対しまして、今一度えり元を正し、業務に対
して精進を重ねてまいります。
L.安達盛二 坪内様には大変長きに亘りまして、
お疲れ様でございました。LCは退会されても、
まだまだ多くの重たいお役目がございます。どう
ぞご健康には十分に配慮されてご活躍下さい
ませ。各委員長の皆様には、一年間お疲れ
様でした。皆様方のご尽力のお蔭で、私も何
とか一年の大きな責務が終わろうとしています。
ありがとうございました。長期在籍者の皆様に
は今後もよろしくお願い致します。
L.坪内孝満 今年も元気で誕生祝を頂きました。
ありがとうございました。
L.山崎正樹 誕生祝をいただきました。ありがと
うございました。
L.河原守孝 誕生祝ありがとうございました。坪
内様長い間ありがとうございました。
L.大野美雄 長期在籍者表彰をいただき有難う
ございました。坪内様長い間御苦労様でござ
いました。そして有難うございました。
L.安達盛二 長期在籍者表彰ありがとうございま
した。この責任を胸に今後共、皆様方と一緒
に頑張りたいと思います。
L.西本敦子 前回の長期在籍、今回の長期在
籍、ありがとうございます。誕生日プレゼントも
ありがとうございます。有田さん「ドーナツ」気
とお金を使っていただきありがとうございます。
L.藤井祥一 5 年在籍のアワード頂きました。あ
りがとうございました。坪内様本当にご苦労様
でした。感謝致します。各委員長の皆様にも
感謝です。
L.森山正雄 長期在籍者表彰（ 5年）でアワー
ドをいただきました。ありがとうございます。坪
内孝満様の永年のご功績に感謝しています。
L.竹内祐子 5 年の在籍表彰を頂きましてありが
とうございます。また、写真を頂きまして、あり
がとうございます。
L.佐々木幸美　長期在籍のアワードをいただきま
した。次の10年を目指して精進していきたいと
思います。ありがとうございました。

L.有田　律 5 年在籍のアワードをいただきあり
がとうございます。坪内様ありがとうございました。
L.原田瑞樹 坪内孝満様の退会は、とても悲しく
とても残念でなりません。坪内様の長年にわた
り松江LCに残されました多くのご功績に、心か
ら敬意を表する次第です。私は親子二代にわ
たり坪内様には大変お世話になりました。退会
されましても今後もご指導いただきますよう何卒
宜しくお願い申し上げます。
L.寺﨑美穂 坪内様、大変お世話になりました。
委員長様一年間本当にお疲れ様でした。宝
塚のおみやげ頂きました。私事ですが、 3月
末より体調をくずし5月までライオンズ活動に参
加出来なくて、委員会の方にはご迷惑お掛け
しました。また、元気にがんばります。どうぞよ
ろしくお願い致します。
L.坪内浩一 坪内孝満様、1969年の入会から
今日まで永年のLC活動お疲れ様でした。あり
がとうございました。長期在籍者の皆様おめで
とうございました。宝塚のお土産ありがとうござ
いました。
L.古志野功 坪内孝満様の45年にわたる輝かし
いご功績に対して、ご慰労を申し上げますと共
に、様 な々場面で御指導いただきまして、心より
感謝申し上げます。今後もご健康に留意されま
してますますご活躍なさいますようご祈念いたし
ます。委員長の皆様方、一年間お疲れ様でした。
L.池尻　悟 坪内様長年にわたりありがとうござ
いました。各委員長の皆様一年間おつかれ様
でした。
L.岡田浩史 本日、坪内孝満様退会に当たり、
45年間の永きにわたり当クラブに対し絶大なる
ご指導、ご尽力を賜りましたこと心より感謝申し
上げます。クラブは退会されますけれど、新た
な側面からご指導いただきますことをお願い申
し上げます。本当にありがとうございました。
L.足立　守 坪内様、長きにいろいろとありがと
うございました。宝塚のドーナツのおみやげい
ただきました。各委員長様ごくろうさまでした。
L.後藤　勇 坪内様ご苦労様でございました。
今後ともご指導を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。宝塚のお土産ありがとうございました。
L.井谷耕造 坪内大先輩の長期在籍に感謝致
します。永年の御指導に感謝致します。写真
ありがとうございました。
L.木村泰明 坪内孝満様の退会、誠に残念に
思います。永くご指導をいただきありがとうござ
いました。今後のご多幸をお祈りいたします。
ドーナツいただきありがとうございました。
L.佐藤　茂 L.坪内孝満には長い間松江LCを
ご指導下さいましてありがとうございました。
L.瀬﨑　剛 L.坪内の永年にわたるご活躍に感
謝致します。

L.竹中政広 坪内孝満様長年に渡り松江LCの
発展に努めていただきありがとうございました。
本当におつかれ様でした。
L.岸本義之 坪内様、永年に渡りご苦労様でし
た。私ごと何とか委員長を終えることが出来ま
した。皆様のご協力に感謝いたします。
L.山﨑秀幸 坪内様、長年にわたりありがとうご
ざいました。 1年間献血推進活動にご協力い
ただきありがとうございました。引き継ぎよろしく
お願い致します。
L.錦織　澄 坪内先生ありがとうございました。
これからも御指導よろしくお願いいたします。
L.竹田　彰 坪内孝満様、長い間お疲れ様で
した。委員長の皆様この一年お世話になりまし
た。宝塚のお土産ありがとうございました。
L.森田義明 坪内様、公私共にお世話になりま
した。写真、おみやげありがとうございました。
L.松浦祐一 坪内様、大変お世話になりました。
アワードを受けられた皆様、誕生月の皆様、お
めでとうございます。
L.二宮俊雄 坪内様ありがとうございました。各
委員長の皆様ご苦労様でした。
L.富田秀則 坪内孝満様44年間、私は2年間
でしたが本当にありがとうございました。アワー
ド受賞の皆様おめでとうございます。委員長の
皆様お疲れ様でした。
L.山﨑敏弘 坪内様、長い間ありがとうございま
した。寂しくなりますがこれまでのご厚諠に感謝
します。
L.三代　操 坪内様ありがとうございました。有
田TTドーナツいただきます。
L.小林　悟 坪内様の長年にわたるご功精に感
謝。宝塚のおみやげ、ありがとうございました。
L.永澤秀治 L.坪内様長い間本当に御苦労さま
でした！
L.永原秀治 坪内孝満様、長い間お疲れ様で
ございました。また、各委員長様 1年間お疲
れ様でした。
L.太田裕子 坪内孝満様、長い間お世話になり
ありがとうございました。持田委員長この一年
本当にお疲れ様でした。
L.中尾禎仁 坪内様、短い間でしたが大変お
世話になりました。今後も引きつづきご指導の
ほどよろしくお願いいたします。お体ご自愛下さ
い。長期在籍者のみな様、 6月お誕生月のみ
な様、おめでとうございます。
L.近藤晶美 坪内孝満様のますますの御活躍を
お祈りいたします。
L.石田博義 L.坪内孝満、長い間大変お世話
になりました。長期在籍者の皆様アワードおめ
でとうございます。
L.門脇　泰 坪内孝満様、長きに亘りLCの活
動お疲れさまでした。今後の益々のご活躍を
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お祈り申し上げます。
L.渡辺　学 財務委員長を無事務めさせていた
だきました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
L.鷦鷯　治 視聴力・社会委員長として一年間
お世話になりました。ありがとうございました。
L.野口泰男 各委員長の皆様方、この一年大
変御苦労様でした。私のスポンサーは坪内様
です。退会されるとのこと、惜しんであまりある
方です。どうぞ御元気で。宝塚のお土産あり
がとうございました。
L.和田淳一 各委員長の皆様、一年間ご苦労
様でした。ドーナツありがとうございました。
L.吉金　隆 各委員長の皆様ご苦労様でした。
坪内孝満様、誠に残念でございます。
L.山本勝己 各委員長の皆さま一年間お疲れさ
までした。ドーナツありがとうございました。
L.佐々木幸美　各委員長の皆様 1年間本当に
お疲れ様でした。拙い幹事で申し訳ありません
でした。色 と々お世話になりました。
L.西尾清文 アワード長期在籍者の皆様おめで
とうございます。坪内様、永年に亘りおつかれ
様でございました。今委員長様、 1年間おつ
かれ様でした。今後とも宜しくお願いします。
L.三原良樹 アワード受賞の皆様おめでとうござい
ます。各委員長の皆様方一年間お疲れ様でした。
L.岩本　徹 写真をいただきありがとうございました。
L.広瀬　徹 最高級ドーナツ、ありがたくいただ
きます。
L.野津祐一 宝塚のお土産ありがとうございま
した。
L.竹内房雄 6月誕生月の皆様おめでとうござい
ます。アワード表彰を受けられた皆様おめでと
うございます。各委員長の皆様 1年間ごくろう
様でした。ありがとうございました。
L.曳野敏彦 坪内さん、大変長い間ごくろう様で
した。お世話になりました。どうかご健勝で。
L.伊瀨宣夫 5月15日、母が94歳の天寿を全う
し、永眠致しました。年齢では、大往生と言え
ると思いますが、一年前までは自分で食事を食
べたり、本を読んだりと元気であっただけに、
寂しい思いが致します。母の希望もあり、葬儀
は家族、親族のみで執り行い、皆様方には事
後報告の形となり、大変ご迷惑をお掛け致しま
して申し訳ありませんでした。

第1370回例会 6月第 2例会（出席率69.33％）

松江湖城LC L.新出千賀子　本日は年次例会に
おじゃましました。
松江湖城LC L.福田栄吉　次期後藤会長のご
活躍を大いに期待をしています。がんばって下
さい。
松江湖城LC L.福田栄吉　本日メークアップをさ
せて頂きありがとうございました。
L.安達盛二 素晴らしい幹事・五役・委員長の
皆様方に支えられ、何とか会長の任務を終える
ことが出来て、喜びと感謝の気持ちで一杯で
す。会員の皆様方にも一年間本当に有難うご

ざいました。次期後藤会長、そして何よりも坂
根ガバナーのご活躍を心よりお祈り致します。
L.後藤　勇 第57期安達会長はじめスタッフの
皆様、ご苦労様でございました。すばらしい
一年でした。次期は互々が頑張ります。ご指導、
ご協力をお願いいたします。
LL.後藤ひろ美　よろしく、よろしく、お願い致します。
L.原田瑞樹 安達会長、佐々木幹事はじめ役員
の皆様、一年間お疲れ様でした。次年度も益々
ご活躍されますこと、心からご祈念申し上げます。
L.井谷耕造 安達会長、一年間お疲れ様でした。
また、ゴルフの会長賞も頂き、本当にお世話に
なりました。
L.坂根　勝 安達会長はじめスタッフ役員の皆
様の、一年間のご苦労に感謝いたします。次
期後藤会長丸のご活躍を祈念いたします。年
次例会にLLの皆様のご参会を歓迎いたしま
す。持田計画委員長はじめ委員会の皆様に
感謝して。ありがとうございます。本日は家内
同伴で出席させて頂きました。
L.足立　守 安達会長様、佐々木幹事様、一
年間ごくろうさまでした。安達会長様には副委
員長、よろしくお願いします。
L.竹田宏一 安達盛二会長をはじめスタッフ役
員、委員長の皆様、一年間ご苦労様でした。
感謝‼　追伸　写真ありがとうございました。
L.曳野敏彦 安達会長をはじめスタッフの皆さ
ん、一年間御苦労様でした。
L.塔村正樹 今年度の各役員の皆様、大変ご
苦労様でした。感謝。
L.木村泰明 安達会長及びスタッフの皆様のこ
の一年の労をねぎらいドネーション。次期役員
の皆様のご活躍をお祈り申し上げます。
L.竹中政広 本年度安達会長はじめ役員の皆
様、本当におつかれ様でした。そして、ありが
とうございました。
L.瀬﨑　剛 役員の皆様、一年間お疲れ様で
した。感謝致します。
L.渡辺　学 近年まれに見るちゃんとした（素晴
らしい）役員交代式でした。持田計画委員長、
ご苦労様でした。
L.藤原茂紀 現・次期スタッフの皆様に感謝します。
L.大野美雄 今期スタッフの皆様、御苦労様で
ございました。次期スタッフの皆様の御活躍を
御祈り致します。
L.永江文枝 スタッフの皆様、一年間本当にご
苦労様でした。
L.渡辺　学 安達会長をはじめスタッフの皆様、一
年間おつかれさまでした。後藤丸の船出を祝し‼
L.佐藤　茂 安達丸のスタッフの皆様、一年間
大変ご苦労様でした。
L.小林　悟 安達会長、スタッフの皆様、ごの
一年ご苦労様でした。大変楽しい年次例会で
した。持田計画委員長、ご苦労様でした。
L.永原秀治 今年度スタッフ、大変お疲れ様で
した。次期は前途多難ですが、がんばります。
L.森田義明 役員の皆様、本年度は大変お世

話になりました。ごくろう様でした！
L.竹田　彰 今年度役員の皆様、大変お疲れ
様でした。ありがとうございました。
L.高橋直輝 安達会長をはじめとする五役の皆
様、一年間たのしい中にも凜凜しく正しくを感じ
る運営でよかったです。ありがとうございました。
L.實重正樹 安達会長をはじめとするスタッフの
皆様、一年間お疲れ様でした。そして、あり
がとうございました。
L.鷦鷯　治 本年度地区役員、五役の皆様、
本当にお疲れ様でした。次期役員の皆様、よ
ろしくお願い致します。
L.田中信行 大変至らぬ委員長でしたけど、局長
はじめスタッフ、会員の方 に々ご協力頂き、なんと
か終えることが出来ました。有難うございました。
L.池尻　悟 一年間ありがとうございました。次期
スタッフの皆様のご活躍をご祈念申し上げます。
L.有田　律 テールツイスターを務めさせていた
だきました。一年間どうもありがとうございました。
次期役員の皆様のご活躍を祈念いたします。
L.松浦祐一 誕生祝を頂きました。ありがとうご
ざいました。
L.高橋直輝 あと2ヵ月後に誕生日を目の前に、
昨年の誕生記念品のボールペン&シャープペン
シルsetを頂きました。忘れかけていた思わぬプ
レゼントにありがたく感じました。
L.高橋直輝 入院時には、松江LCよりお心遣い
を頂きました。会員の皆様のあたたかいお気持
ちに応えるよう、今後の活動を身体に無理ない
ようにしていきたいと思います。誠に感謝いたし
ます。ありがとうございました。
L.伊瀨宣夫 15年のアワードをいただきました。
ありがとうございます。
L.土江誠蔵 欠席ばかりで皆様にご迷惑をおか
けしすみません。
L.錦織　澄 誕生祝ありがとうございました。
L.山﨑敏弘 安達会長、スタッフの皆様一年間
お疲れさまでした。
L.土江誠蔵 誕生祝を頂きありがとうございました。
L.高橋顕一 誕生祝を頂き誠にありがとうござい
ました。 5月の第一例会に欠席して誠にすみ
ませんでした。今年度ドネーションが少なかった
のかも知れません。
L.野口泰男 安達会長始めスタッフの皆様方、
この一年御苦労様でした。次期後藤丸の出航
を祝し無事なる航海をお祈りします。坂根ガバ
ナーエレクトの叙勲心よりお祝い申し上げます。
L.佐々木幸美　本年度歴史ある松江ＬＣの幹事
を務めさせていただきました。至らぬ幹事で皆
様にご心配とご迷惑を多々おかけしましたが、
「凜凜しく正しく」の会長の旗印の下、プレッ
シャーと戦いながらも、何とか無事に終えること
ができ心底ほっとしております。これもひとえにメ
ンバーの皆様のご協力があっての事と感謝致し
ます。未熟な私ですが、今後ともご指導ご鞭
撻の程、よろしくお願い申し上げます。 1年間
本当にありがとうございました。
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（L.中尾禎仁）

メンテナンス！メンテナンス！車買取！直接販売！ 強力サポート！強力サポート！

愛車広場　カーリンク松江南店
　　　　　　　　　0120-983939 
　　　　　　　　　　　－http://www.carlink.jp/－

原商グループ 各種車輛販売・高価買取
TEL（0852）31-1074　松江市西津田2-2-15

車検・整備・コーティング・フィルム・防錆処理
TEL（0852）31-4351  FAX 31-4341 

松江市平成町182-12 
鈑金・塗装（スーパーラビットＢ・Ｐ）
TEL（0852）37-1570  FAX 37-1571
　　　　　　　　　　　　　松江市富士見町3-35

http://www.rabbit-ltd.co.jp/http://www.rabbit-ltd.co.jp/http://www.rabbit-ltd.co.jp/

　
（L.岩本　徹）

（L.高橋直輝）

〔松江店〕松江市矢田町137-5

 T EL  0852-24-8678
 FAX  0852-24-8877

・事業所向け日配弁当

・幼児用給食弁当

・会議用弁当

・行楽弁当

・オードブル

・その他各種弁当

・デリバリ－事業部

㈲松江 ファーストフード

（L.門脇　泰）

（L.経種順治）

専用の殺ダニ・殺菌 畳乾燥機
による高温加熱で、畳の芯まで

強力乾燥！！
畳本来の機能が復活します。

下見・お見積り
お気軽に
ご用命下さい

www.tatami-life.co.jp 0120 - 412- 473

（L.竹田　彰）



江戸時代には「御廊下橋」と呼ばれ屋根がかかっており、
城の中心部と藩主の館があった三之丸御殿を結ぶ重要な橋
であった。
新緑が目に眩しい五月晴れの午後城山方面より色鮮やか
な和装風な女性二人がたまたま通りかかってくれた。

表紙の写真　「橋のある風景 1」

松江城 千鳥橋
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