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未来を信じ 行動で  We Serve‼

故L.長谷川潤一にスポンスして頂いて1987年（昭和62年）入会以来、いつしか四半世紀
になってしまいました。当時38歳の若輩でした。以来25年、何とて為すことなく徒に年月
のみが経ち、慙愧に堪えない次第です。同期の入会者が10数人いたと記憶していますが、
とうとう私一人になってしまいました。
故L.中島正晴会長のもとでLTをさせていただき、以来深みにはまり、何となくずっと

役が続いているような気がします。
時の五役で｢中島会｣を結成しLL共々に旅行したり、懇親会したりと20年近く交流を重ね

たことが一番の楽しい思い出です。中島さんが亡くなり、杉原さん、糸川さんが退会し、
L.山崎敏弘と二人になってしまいました。もう25年もの歳月が流れたことを実感しています。
松江LCにとって30数年ぶりの坂根地区ガバナーのもとで、キャビネット幹事として燃

え尽きる覚悟で臨んでいます。何卒皆様の格別のお力添えをお願い致します。

長期在籍（25年）アワードをいただいて
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長期在籍者表彰
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光と愛を

納涼例会に参加して
○開催日／平成25年8月2日（金）　○場所／松江東急イン

8 月 2 日、松江東急インにおいて納涼例会が開催されました。台湾YCE生・林尹安さん、

ホストファミリーとして、松江湖城LCよりL.三成浩巳、L.原田、L.西尾のご家族様にもご

参加をいただきました。

例会では、林さんから日本語による御挨拶をいただき、バナー交換のセレモニーが行わ

れました。

納涼パーティーは、多くのビジターを交え、粟井理奈さんによるキーボード演奏の中、

和やかな雰囲気でスタートしました。

余興の委員会対抗ゲーム・連結輪くぐりは林さんにもご参加いただいて行われました。

ゲームが進むにつれ、次第に熱が入り、結果は無事に林さんチームの優勝となりました。

しばしの歓談の後、L.原田の歌と、メンバーの激しいダンスで会場は大いに盛り上がり

ました。会場からアンコールが湧き上がり、これにも全力で応えていただきました。

楽しい余興一杯で、林さんもとても喜んでおられた様子でした。企画いただきました

門脇委員長をはじめ、計画・PR委員会の皆様、本当にありがとうございました。

視
聴
覚
・
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会
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誠
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

水郷祭後清掃作業実施報告
○開催日／平成25年8月5日（月）　○場所／千鳥公園・市役所～宍道湖しじみ館付近

今年も水郷祭後の清掃を 8月 5日（月）の早朝より致しました。昨夜の賑わいの割には
ゴミの量も少なく意外でした。これは、楽しんだ後も街を綺麗にするといった街の祭りを
大切にする心根の素敵な市民が多いのだと感じましたし、当クラブをはじめとして各団体
からも多くの参加者をみて体感いたしました。
この様な意義のあるアクティビティは今後も続けて行きたいと個人的には強く感じま

した。早朝より参加して下さったメンバーの皆様、ありがとうございました。

環
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長
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輝
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光と愛を

若い女性たちを魅了する
出雲の神社と神話
「社☆ガール」代表　河野美知 様

ゲストスピーチ

先日は貴重なお時間を頂戴しありがとうございました。当日は「若い女性たちを魅了する出雲の

神社と神話」という題でお話をさせて頂きました。私自身まだ勉強中で未熟者ですが、地域経済を

支えておられる皆さんに “若い世代の女性たちが島根の文化や風土に魅力を感じている” ことを伝

えることができて感謝しております。

今はパワースポットとして注目されている当地ですが、ここではそれを裏付ける神話や伝承があ

り、日本古来の自然を崇める心を学ぶことができます。社☆ガールの活動を通して私自身の “ご縁”

も広がりましたが、今後は地域活性化の一翼を担えるよう精進しますので、またご縁がありました

らご指導のほどよろしくお願い致します。

第43回松江市小学生バスケットボール大会のメダル協賛
○開催日／平成25年8月3日（土）・4日（日）　○場所／松江市鹿島総合体育館・松江海洋センター

国
際
・
教
育
委
員
会

L.
實
重
正
樹

8 月 3 日（土）・ 4（日）の両日にわたり松江市鹿島総合体育館、松江海洋センター体育

館にて行われた「松江市小学生バスケットボール大会」を初めて見学させて頂きました。

松江市内のチームが総勢29チーム（男子15チーム・女子14チーム）が参加して熱戦を繰り

広げました。

閉会式では表彰に引き続きメダル授与が行われましたが、後藤会長をはじめ松江LCの

メンバーが「おめでとうございます」の一言を添え選手一人ひとりの首にメダルをかける

と、それぞれの選手が嬉しそうに「ありがとうございました」と答えてくれました。照れ

くさそうだったり満足気だったり子供たちのたくさんの笑顔が印象的でした。

参加されましたメンバーの皆様お疲れ様でした。そしてこの度参加の機会を与えてくだ

さいました松江LCに感謝申し上げ参加報告とさせて頂きます。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

8 月 3 日の 2 R 2 Zを最初としてガバナー公式訪問が始まりました。野口キャビネッ
ト会計と私が同行しています。17ゾーン全てを訪問しますが、 8月末までに 7ゾーン
を回りました。
ゾーンによって事前にガバナー諮問委員会を開催されたり、ゾーン内全クラブ合同

例会をされたり、ZC所属クラブの例会訪問をさせていただいたりと様々です。どち
らのクラブも本当に真摯に活動をしておられ、頭が下がる思いです。
会員増強、特に若い人、女性の入会を督励しますが、人口減少が進む山間部では難

しいことだとは思いつつも、役目上言わねばならず心苦しい思いをしています。
後段のガバナー歓迎会では、老若男女数多のメンバーに大変温かく迎えていただ

き、心温まるホットな気持ちになります。酒間の中でまた色々なご苦労話を聞かせて
いただいたり、会長様方の熱い思いを聞かせていただいたりと、勉強になることばか
りです。
9月30日最終の 6 R 1 Zまで続きますが、 3人で気合いを入れて乗り切ろうと思い

ます。
7月28日と 8月24日の 2度に渡り、過去に経験したこともないような豪雨が山陰地

方を襲い、甚大な被害が発生しました。メンバーの中にも被災された方がたくさんお
られます。
キャビネットとして即座に調査を開始し、LCIFに緊急援助交付金の申請をしまし

た。 1キャビネットで 2度の申請は初めてのことです。また、他地区からも義援金が
届きました。友愛の精神を如実に感じました。詳細はキャビネットHPに掲載してい
ます。ご覧下さい。

キャビネット幹事
L.大野美雄

ガバナー公式訪問
【開催日】平成25年8月3日（土）～

キャビネットだより
CABINET NEWS
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光と愛を

8月度コンペ
ゴ ル フ 部 会

優
勝
者

幹
事L.永

原
秀
治

8月10日（土）
島根ゴルフ倶楽部

8 月10日の土曜日、今年度初めてとなるゴルフ部会コンぺが島根
ゴルフ倶楽部にて開催されました。猛暑続きの夏でしたので三原部
長が気を利かせて早朝 7時のスタートとなり、幾分涼しい中でス
タートができました。
今回は、Wぺリア方式のハンディ上限無しというルールで行いま
したので100以上叩く人でも優勝できる可能性が高くなるルールで
行われました。
このルールは、固定ハンディと違いどこかのホールで大叩きして
も、優勝の望みが無くならない、最後まで頑張れるという利点があ
ります。
そうゆう運が強い人が勝てるコンペで、勝利の女神が微笑んでく
れたのは私でした。
スコアは93と良くもなく悪くもありませんが、今年はLCで苦労
している私をねぎらって勝利の女神が優勝させてくれたのだと思い
ます。
次回も優勝目指して頑張りたいと思います。
次回は 9月28日（土）の広島鯉城LCとの交換会のダブルコンペと
なり（出雲空港CC）その次は10月12日（土）の宍道LC40周年記念コ
ンペのダブルコンペとなっております。
最近、参加者が減少傾向にありますので、皆様の奮ってのご参加
をお願いしまして優勝の挨拶とさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 永　原　秀　治 46 47 93 22.8 70.2
2 鷦　鷯　　　治 47 45 92 18.0 74.0
3 竹　内　房　雄 50 44 94 19.2 74.8
4 井　谷　耕　造 44 45 89 13.2 75.8
5 三　原　良　樹 50 52 102 25.2 76.8
6 古志野　　　功 56 52 108 28.8 79.2
7 高　橋　直　輝 57 59 116 34.8 81.2
8 實　重　正　樹 53 59 112 27.6 84.4
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

韓国の青年　ソンヨンさん（25歳）のホームステイ
受け入れをさせていただきました。
ソンヨンさんは日本語がとても上手く素直で礼儀

正しい青年でした。
日本語については韓国で学び日本語検定 2級（日常

会話には全く問題ない程度）を持ち、来日も 5回目と
のことでした。
私の長男とほぼ同い年ということもあり息子と話

している感覚でイマドキの韓国若者事情についていろ
いろと聞くことができました。
ホームステイではゲストの国の生きた情報を教え

てもらえることや日本の文化や習慣に触れて戸惑いな
がらも笑顔をみせてくれることなど、とても楽しい体
験をすることができます。今回のホームステイ受入事
業では中尾委員長、三原副委員長に大変お世話になり
心より感謝申し上げます。
また、後日ソンヨンさんからメールがあり日本語検

定 1級に合格したとのこと。
来年ビザを取って 1年間日本に滞在する計画もあ

り、再会を楽しみにしています。

8月25日（日）イオン松江店にて献血が行われました。
暑さ厳しいこの時期は、献血者が減り血液の確保が難しくなります。松江LCも、ひと

りでも多くの方々に献血していただきたく、来店者に献血協力の呼び掛けを行いました。
全国的に10代20代の献血率が減少していると言われていますが、当日はたくさんの若い

方に献血していただきました。
結果は目標50名に対し、申込み67名、献血者57名でした。
当日献血に協力していただきました皆様、また献血推進活動に参加いただいた会員の皆

様、ありがとうございました。

視
聴
覚
・
保
健
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員
会
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瀬　

徹
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一

2013年韓国青年「松江・日本文化講座」受入
○受入期間／平成25年8月9日（金）～11日（日）

8月の献血、献血推進活動報告
○開催日／平成25年8月25日（日）　○場所／イオン松江ショッピングセンター
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光と愛を

ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1373回例会 8月第 1例会（出席率80.82％）

L.安達　亨 前例会は、財布を忘れた為ド
ネーション出来なくすいませんでした。この一
年、後藤丸をしっかりと自分の役割を持ちお
支えします。また、今日の納涼例会最高で
した。有難うございます。
L.坂根　勝 本日は楽しい例会をありがとうご
ざいます。台湾から夏季YCE生の林尹安さ
ん、 1 R 2 Z・ZC森山さんはじめ、ビジター
の皆様とご一緒させて頂きます。 7月第 1
例会はハンブルク国際大会、 7月第 2例会
は、第 1回臨時336複合地区ガバナー協議
会出席の為失礼を致しました。
L.竹中政広 ゲーム2位でワインをいただきま
した。ありがとうございます。
L.森田義明 ワインありがとうございました。予
定通り負けました！
L.森山正雄 とにかく楽しかったです。門脇
委員長～～
L.永原秀治 皆様に「女 し々くて」を盛り上げ
て頂き、ありがとうございました。また、やら
せて頂きます。
L.大野美雄 楽しい納涼例会有難うございま
した。計画委員長様、御苦労様でした。
大東LC YCE委員長　野々村一巳　納涼
パーティーにご案内いただきありがとうござい
ます。林ちゃんお世話になり感謝申し上げま
す。1年間YCE事業よろしくお願い致します。
松江湖城LC 前 1 R.YCE委員　松本匡弘　
本日は松江LC様の納涼例会にお招き頂きあ
りがとうございます。今期はYCE生の林ちゃ
んを快くお引き受け頂きご理解とご協力に心
から厚く感謝申します。貴クラブの益々のご
発展と林ちゃんのすこやかなご成長、お祈り
致します。
松江湖城LC 幹事　太田敦久　三成浩巳　
本日、松江LC例会にお招き頂きありがとうご
ざいました。宜しくお願いします。
1 R 2 Z・ZC　森山浩吉　Z幹事　金見伸
良チャーミングな「林尹安さん」‼　大歓迎
です。松江の街は如何です？　加えて松江
LCの皆様、納涼例会にお招き頂き誠にあり
がとうございました。

第1374回例会 8月第 2例会（出席率73.97％）

L.渡辺　学 このたび高浜印刷代表取締役
社長に就任いたしました。業界を取り巻く環
境が一段と厳しさを増すなか、その責務の
重大さを痛感いたしております。はなはだ微
力ではございますが、社業の発展に全力を
尽くす所存ですので、今後とも皆様のご指
導ご鞭撻のほどお願いいたします。
L.坂根　勝 誕生祝をいただきました。お蔭
様で元気に健康で過しております。ありがと
うございました。前年度の純例会100％賞も
頂きありがとうございます。2013～2014年度
336複合地区ガバナー協議会の幹事と緊急
援助資金委員に委嘱されました。どうかご

支援ご協力をお願い致します。メルビンジョー
ンズピンを頂きました。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
L.大野美雄 長期在籍のアワードをいただき
有難うございました。25年も経ちました。
特別終身会員　澤田暉夫　平素ご無沙汰し
ております。この度はいのちの電話にご協力
を頂き有難うございました。
L.高橋顕一 本日各々各賞を受賞されました
皆様誠におめでとうございました。澤田様久
しぶりでした。
L.藤原茂紀 入会34年間で初めて誕生日が
例会日と重なりました。坂根ガバナーの自称
応援団長としてMJFを出させて頂きました。
坂根ガバナー任期中に是非10人のご協力を
お願いします。
L.天野宏昌 誕生祝ありがとうございます。
L.安達盛二 8 / 4に61歳を迎えました。60
歳過ぎたら後の命は「もうけもの」と言われま
すが、お蔭様で、この「もうけた命」を健康
で楽しく過しております。心より感謝しており
ます。有難うございました。
L.広瀬　徹 誕生祝をいただきありがとうござ
います。
L.二宮俊雄 誕生日祝ありがとうございます。
L.高橋直輝 誕生日のお祝いありがとうござい
ました。今年の誕生日は大病をしましたので、
感慨深い想いで迎えました。命の感謝を感
じつつ、日々 くらしたいと思います。
L.西尾清文 YCE受け入れ、良い時間をい
ただきました。ありがとうございます。お礼あ
りがとうございます。
L.原田瑞樹 L.西尾と共にYCEの受入れをさ
せて頂きました。貴重な経験をさせて頂きま
した。松江LCと国際教育委員会の皆様に
心から感謝申し上げます。
L.井谷耕造 本日配付致しました、入会見込
者カードにより皆様の多数の推薦をお願い致
します。
L.門脇　泰 ゲストスピーチ河野美知さんあり
がとうございました。坂根様、プログレス
MJFピン授与おめでとうございます。大野様、
長期在籍者表彰おめでとうございます。
L.永原秀治 坂根様、プログレスMJF 8 回、
藤原茂紀様、プログレスMJF 4 回、すばら
しいですね。中々真似はできません。今年度、
なんとか頑張りたいと思います。
L.野口泰男 河野さんステキなゲストスピーチ
ありがとうございました。渡辺学さん社長就
任お目出度う御座居ます。
L.松浦祐一 河野美知様の興味深いお話に
感謝致します。
特別終身会員　澤田暉夫　今日は久し振りに
出席させて頂きました。L.坂根のガバナーを祝
してMJFピン授与の御祝い。L.大野の25年、
長いですね～。私も25年になりますけどね～。
L.安達　亨 8月度のお誕生日、おめでとうご
ざいます。
L.有田　律 河野美知様のスピーチに感謝。
L.池尻　悟 8月生まれの皆様おめでとうござ

います。
L.柏井一博 河野様、本日は楽しいお話をあ
りがとうございました。今後のご活躍、ご祈
念申し上げます。
L.鷦鷯　治 河野美知様、楽しいスピーチあ
りがとうございました。とても勉強になりました。
L.佐藤　茂 河野様、楽しいお話ありがとうご
ざいました。
L.實重正樹 河野美知様、本日はありがとうご
ざいました。私も古事記や風土記について
知識はありませんが、スピーチを聞いて、出
雲神話について知りたいと思いました。
L.高橋直輝 ゲストスピーチの河野美知様、
なにげに、私も神社めぐりはよくしますので、
興味深くお話を聞かせて頂きました。ありが
とうございました。
L.竹田　彰 河野美知様、社☆ガールの講
演ありがとうございます。観光面でも、今後
の島根にとっても重要なお話に感謝です。
L.竹中政広 河野美知様のゲストスピーチに
感謝して。大変参考になりました。
L.寺﨑美穂 河野様、興味深いスピーチありが
とうございました。私も神社めぐり大好きです。
8月お誕生日の皆様、おめでとうございます。

L.塔村正樹 ゲストスピーチの河野様の今後
の活躍を祈ります。今月、誕生日を迎えられ
た方々、おめでとうございます。
L.富田秀則 大野様、長期在籍者表彰おめ
でとうございます。これからも、ご指導よろし
くお願いいたします。
L.中尾禎仁 河野様、スピーチありがとうござ
いました。大野様、お誕生月の皆様おめで
とうございます。そして、西尾様、原田様、
広瀬様、ホームステイの受け入れ大変お世
話になりました。感謝いたします。
L.西尾清文 河野様、ゲストスピーチありがと
うございました。神社についても考える良い
機会になりました。
L.二宮俊雄 ゲストスピーチ、河野様に感謝して。
L.原田瑞樹 河野美知さんのスピーチに感謝
して。
L.平野洋一 河野さん、私の知らない楽しい
話、有難う御座居ました。
L.藤井祥一 河野神社ガール研究会代表の
ゲストスピーチに感謝して。各表彰・感謝状
を頂かれた皆様ありがとうございました。
L.三代　操 河野様、スピーチありがとうござ
いました。
L.三原良樹 河野様、出雲の神話のお話興味
深く拝聴させていただきました。ありがとうござ
います。誕生月の皆様方、おめでとうござい
ます。
L.森山正雄 河野美知様のゲストスピーチに
感謝して。
L.山﨑秀幸 河野様、スピーチありがとうござ
いました。
L.山本勝己 河野美知様、大変興味深い話
をありがとうございました。
L.和田淳一 河野様のゲストスピーチに感謝
して。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

〒690-0011 松江市東津田町1298 -3
ＴＥＬ/0852 - 23 -１501　ＦＡＸ/0852 - 23 -1504
E-mail : j.wada@kk-yamato.jp（Ｌ．和田淳一）

自動車保険、火災保険等
 各種損害保険
  取り扱っております

審査登録済 
ISO9001
ISO14001

（L.藤原茂紀）

コーポレーション株式会社
〒699-0193 島根県松江市東出雲町意宇南2-1-1
電話 0852-61-1241・FAX 0852-61-1270
携帯電話：090-8248-2529

E-mail:fujikinomondawa1974@ezweb.ne.jp  URL:http://mondawa.jp

代表取締役
会長兼CEO 藤 原 茂 紀

Shigeki Fujiwara

こんにちは、後藤　勇です
2013年7月～2014年6月の会長を拝
命いたしました。松江ライオンズクラブ
の一歩前進を願っています。皆様のご協
力をお願い致します。

目　標
① 出席率の向上。年平均80％以上
●ご多忙の時には、お食事だけの出席も歓迎

② 会員の増強　純増4名
●一人1名セールス、クラブにふさわしい方をご紹介下さい

（L.後藤　勇）

〒690-0046島根県松江市乃木福富町735番地208（松江湖南テクノパーク）
e-mail: seal@tanida-kk.com

HomePage: http://www.tanida-kk.com
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松江城西側の内堀に架かる「亀田橋」。
木製で落ち着いた雰囲気と歴史を感じさせる橋である。
昭和13年、護国神社が出来た時、参道として架けられたようだ。
橋の下を堀川遊覧船がくぐり、堀端の原生林の中へ吸い込ま
れていく。
静かにゆっくりと時間が進んで行く場所です。

表紙の写真　「橋のある風景 3」

亀田橋

 発行／松江ライオンズクラブ（ライオンズクラブ国際協会336-D地区1R2Z） 
●会長／後藤　勇　●幹事／永原秀治　●編集／計画・PR委員会（委員長／門脇　泰）

●事務局／松江市母衣町55番地4（松江商工会議所ビル内）　●電話／0852-21-7677　●FAX／0852-26-4480
●URL／http://www.336d-matsue.com/matsue-lc/　●E-mail／matsue-lc@336d-matsue.com


