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未来を信じ 行動で  We Serve‼

世界ライオンズ奉仕デー実施報告
○開催日／平成25年10月8日（火）　○場所／松江市北公園…ライオン像周辺…
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文

10月 8 日（火）松江市北公園において、LC像を中心に広域の清掃作業が行われ、朝早い

集合に加え、大型台風の影響で降雨の心配もありましたが、32名ものLCメンバーの参加

がありました。

会長・委員長の挨拶と作業に際しての説明の後に作業に取り掛かりました。雑草除去、

履き払い、収集、とそれぞれの部隊に分担しての作業。朝ということもあって、ジョギン

グやウォーキングのランナーの方々が時折通られていました。皆さんとも挨拶を交わしな

がら、メンバーのチームワークをもって手際よく順調に作業は行われました。そして、あ

たり一帯が清掃され、心地好い気分に浸ったところで集合の声がかかりました。

今回の清掃作業中を通して、公園内にはLC像は勿論のこと、各クラブの記念樹や寄送

の備品などLCの歴史を感じるものが随所にあることを知りました。こうした公共の施設

を皆さんが気持ちよく利用出来る環境を創り続けることもLCの理念の 1 つなのだと実感

しながら無事に作業を終えることが出来ました。
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光と愛を

芋掘り作業を終えて
○開催日／平成25年10月24日（木）　○場所／忌部高原…松江ライオンズ畑

10月 9 日のところで、ろう学校さんと行く予定の芋掘り遠足が台風で中止となり、出来

ていなかった芋掘り作業を10月24日に忌部高原のライオンズ畑にてして参りました。

当日の天候はやはり？雨。どうも今年の私は根っからの『雨男』の様です。しかしなが

らこの悪天候にも関わらず、私を含め 9 人ものメンバーで芋掘り作業をいたしました。作

業は結構な強い雨の降り様で、皆全身雨カッパ着用にも関わらず、全身ずぶ濡れの泥まみ

れになりましたが、収穫は無事に終えることが出来ました。本当に参加して下さった皆様

には感謝しか御座いません。有難うございました。そのお陰もありまして収穫の方は夏場

の猛暑にも関わらず、まずまずの収穫量でしたので、11月の環境フェステバルでの焼き芋

販売では多くの方々に秋の味覚を味わってもらえると思います。ちなみに、私が試食した

ところ、甘さも程良くとても美味しく頂きましたことも合わせてご報告させていただき

ます。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

松江LC杯…松江市中学校野球大会の報告
○開催日／平成25年10月27日（日）　○場所／宍道総合運動公園野球場

10月27日（日）に宍道総合運動公園野球場において「松江ライオンズクラブ杯 松江市中

学校野球大会」を行いました。台風の影響で天気の具合も心配でしたが、当日は見事な秋

晴れで昼ごろになると汗ばむくらいの天気になりました。

参加チームは、松江一中、美保関中、玉湯中、湖東中の 4 チームで、それぞれが夏の強

化試合及び秋の新人戦で優秀な成績を収めた選抜チームでした。

試合は、永原幹事の見事!?な始球式を皮切りに 9 時から第一試合を行い、予定通りの進

行で進み13時40分に決勝戦を行いました。決勝は松江一中と美保関中で対戦し、さすがに

両校とも堅守で息詰まる投手戦となりましたが、虎の子の 1 点を守り切った松江一中が、

優勝の栄冠を手にしました。

出場した 4 チームはどのチームも投打にわたり、ハイレベルな技術を見せてくれました

が、それよりも私が感動したのは、球場外で会った時の挨拶が徹底して出来ていたという

ことでした。誰に対しても大きな声で「おはようございます」と、どのチームの生徒さん

も挨拶をしておられ、とても清々しい気持ちになった一日でした。

この大会の準備期間において、軟式野球連盟の先生方や審判部の方には、いろいろご指

導いただき大変感謝しております。

当日におきましては、後藤会長をはじめ、23名のライオンズの皆様にもご参加いただき、

スムーズな運営が出来ましたことを、お礼申し上げます。

国
際
・
教
育
副
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樹
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光と愛を

出雲LC…CN記念例会（月見）に参加して
○開催日／平成25年10月17日（木）　○場所／出雲商工会館

10月17日（木）夕方より後藤会長、原田 1 R・

RC、竹田第一副会長、永原幹事、私佐藤の 5 人

で出雲LC CN記念例会（月見）に参加しました。

会場は出雲商工会館で到着すると当日は十三夜と

いうこともあり早速お茶席に招かれ、ススキとお

団子が飾られた席で、おいしいお茶とお菓子をい

ただきました。続いてCN記念例会、懇親会と、

あいにくの曇り空の中で途中お月さまも見ること

が出来、すばらしい雰囲気の中、平田LC、出雲

LCの方々と楽しく交流を深めることがました。

出雲LCのおもてなしに感謝。

会
計L.佐

藤
　
茂

1〜3R…献眼・献血研修会に参加して
○開催日／平成25年10月12日（土）　○場所／出雲商工会館…6Ｆ

10月12日（土）の午前10時より午後 3 時まで、出雲商工会館 6 F大会議室で行われました、

336-D地区・ 1 R～ 3 R保健福祉環境保全研修会に、富田副委員長と二人で出席して参りま

した。献眼・献血についての研修会ということで、午前中は、島根県赤十字血液センター

の前迫所長様より献血について、しまねまごころバンクの別所事務局次長様より献眼につ

いての講演と、江津LC様の献眼についての実務発表が行われました。その後、世界ライ

オンズ奉仕デーに伴う合同奉仕作業といたしまして「ゆめタウン出雲」と「出雲市駅周辺」

の 2 班に分かれて献眼・献血推進のビラ配りを行いました。食事をはさんで午後からは、

島根県赤十字血液センター主催の献血実務研修会が行われ、ライオンズクラブ336-D複合

地区（2013～2014）献血推進の基本方針が発表されましたのでここで紹介させて頂きます。

①�336-D地区全てのLCで献血協力・推進活動を行う。特に400㎖献血・成分献血由来血
液の安定確保に向けた協力と推進活動を行う。
②LC主催の献血を増加させる。
③初回献血者及び若年層献血者の確保に取り組む。
④LC献血者紹介キャンペーンを展開する。

以上の 4 点となっております。

9 月末日現在、 3 か月が経過致しました今年度の松江LC献血キャンペーンの実績です

が、申込数243名・400㎖献血209名・成分献血 8 名・合計217名と大変多くの方からのご協

力を戴いております。今後とも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。この研修会に

初めて参加させて頂きましたが、島根県内ほぼすべてのクラブから、90名近い参加者がい

らっしゃっておりまして、たいへんな盛会でありました。献眼・献血について、改めて考

える良い機会を頂いたと思っております。どうもありがとうございました。

視
聴
覚
・
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

宍道LC認証40周年記念式典に参加して
○開催日／平成25年10月13日（日）　○場所／松江市来待地区公民館

Ｔ
ツ
イ
ス
タ
ー

L.
松
浦
祐
一

去る10月13日（日）午前11時より、松江市来待地区公民館において宍道LCの認証40周年

記念式典が執り行われ、松江LCのメンバー 11名と坂根ガバナーをはじめとする地区役員

4 名の皆様と一緒に参加させて頂きました。

当日は快晴にも恵まれ、商工会議所から松江駅を経由するタクシーに分乗して出掛けま

したが、一般来賓、ライオンズ関係者来賓、周辺クラブからの式典参加者等、合わせて

173名とのこと。会場になった来待地区公民館は、大変賑やかでした。

入口には、認証40周年記念事業とされた松江消防団への寄贈消防指令車の展示もあり、

その真新しい赤い色でさらに華やかな雰囲気が増していたように感じます。

式典は松江市長、坂根ガバナーの祝辞など粛々と進められ 1 時間ほどで原田 1 R・RC

のローアで終了し、同じ会場での祝宴となりましたが、宍道太鼓の演奏によるオープニン

グ、組嶽地区常任名誉顧問の日本酒にこだわった乾杯から前日のグラウンドゴルフ大会、

ゴルフ大会の表彰（永原幹事、優勝おめでとうございました。）、閉式の際の宍道LCの高

木第二副会長のサプライズ手品まで終始和やかに時間を過ごすことが出来ました。

また、松江駅まで帰った後のメンバーでの懇親の時間も有意義な休日のひとときを過ご

すことが出来、感謝しております。
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光と愛を

10月 4 日（金）に行われました第1377回例会にて会員スピーチ
をさせて戴きました。演台に立たせてもらうのは入会式以来だっ
たと思いますが、大先輩の方々を前にして顔が引きつるくらい緊
張しました。演題は「こんな私をよろしくお願いします。」にしま
したが、皆様の予想通りほぼ自己紹介でした。でもそれでいいの
です。私が考えたこのスピーチの目的は、素の實重正樹をメンバー
の方々に伝えることだったのですから。

スピーチの内容は、どなたかのせいでスピーチの順番が早く
回ってきたことに対する愚痴から始まり、恥ずかしがりやで内弁
慶な性格の話、酒席での失敗談や酒癖が悪い話、会社の話もしま
した。親父のために頑張った話、結果が出せない駄目社長ぶりや、
日々悩みあっぷあっぷで社長業をこなそうとしている話でした。
奥さんとのラブラブな話以外は情けない話や恥ずかしい話ばかり
でした。

ドネーション発表の時、私に対して感謝のメッセージをたくさ
ん戴けたことがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。
これからもこんな私をよろしくお願いします。

会員スピーチ　

「こんな私をよろしく
お願いします。」

国際・教育委員会　L.實重正樹

ゲストスピーチを終えて
島根県フェンシング協会強化部長　金津義彦 様

ゲストスピーチ

去る10月18日、ホテル一畑において開催されました松江LCの例会に、ゲストとしてお招きいた
だき、誠にありがとうございました。

松江LCは、松江市で一番古く、松江の経済界をリードするリーダーの方々が所属しておられる
最も伝統のあるクラブと認識しております。そのような大舞台のゲストということで、いささか緊
張もしましたし、また、私などでその大役が務まるか心配もしておりました。

当日は、温かいおもてなしをいただき、大変感謝しております。短い時間ではありましたが、熱
心にご静聴いただき、何か少しでも伝わるものがあったなら幸いです。「出会いに感謝」。当日、お
話ししたとおり、そのことにつきます。 2 度のオリンピックに出場したことによって、得たものは
名誉や物ではなく、フェンシングを通して巡り合った、多くの、先輩、同僚、後輩の存在です。
「フェンシングを通して」、「オリンピックに出場して」、学んだことを謙虚に受けとめ、お世話に

なった方々に感謝し今後の人生を歩んで行きたいと思っております。
最後になりましたが、松江LCのより一層の発展と、会員の皆様のますますのご活躍を祈念いた

しまして私のあいさつとします。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

宍道LC 認証40周年記念ゴルフ大会
ゴ ル フ 部 会

優
勝
者

幹
事L.永

原
秀
治

10月12日（土）
玉湯温泉カントリークラブ

10月12日の土曜日、今回のコンペは宍道LC認証40周年記念コン
ペと松江LCゴルフ部会コンぺのWコンペとなっており、うまくい
けばダブル表彰となり賞品が倍となるコンペです。

会場は晴天の玉造温泉カントリークラブにて総勢58名、松江LC
からは 6 名の参加となりました。

やる気満々のスタートホールでしたが、私はいきなり右へプッ
シュアウトのOBのトリプルボギーのスタートとなりやる気が空回
りする厳しいスタートとなりました。

その後は、このOBのおかげでやる気と力みがとれそれなりにラ
ウンドすることが出来ました。

結局、スコアは92と自慢できるようなスコアにはなりませんでし
たが、最近、運気の良い私はダブルペリアで沢山のハンディが付き、
Wコンペの両方の優勝者となることができました。

翌日の宍道LC認証40周年式典後の表彰式では沢山の他クラブの
方からも声をかけて頂き、大変気持ちの良い一日となりました。

次回は11月24日（土）クラシック島根CCで開催予定です。
秋のゴルフシーズンの締めのコンペとなります。
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 47 45 92 21.6 70.4
6 井　谷　耕　造 46 46 92 20.4 71.6
27 三　原　良　樹 47 41 88 12.0 76.0
28 竹　内　房　雄 43 50 93 16.8 76.2
34 古志野　　　功 48 47 95 18.0 77.0
36 持　田　幸　治 48 43 91 13.2 77.8
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光と愛を

皆様はじめまして。私は岩井コスモ証券松江支店長の加山恵司と申します。

この度坂根勝様のご紹介により伝統ある松江LCに入会させて頂くこととなり

ました。

出身は和歌山県であり勤務地も関西ばかりでしたので、松江は縁もゆかりも

ない地でございますし、まだ右も左も分からない状態での入会ですので、多々

ご迷惑をかけるかと思います。しかしながら偶然にも出雲大社大遷宮の神在月

1 日の赴任であり、自分なりに「何か持っている！」との思いを胸に松江LCの

一員となりましたので、皆様や地域の方々とのご縁を大切に精一杯活動させて

頂き、少しでもお役に立てればとの所存であります。何卒ご容赦頂き、ご指導

ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

環境・社会奉仕委員会
L.加山恵司

新
会
員
紹
介

このたび加山恵司様が竹中政広様の交替会員として入会されたのでご紹介させて
頂きます。

生年月日は1965年9月10日、和歌山県の生まれで満48歳。国立和歌山大学を卒業
後コスモ証券に入社し、主として関西地方に赴任されて来ました。支店長は京都・
川西に続き3店舗目で、今度の移動により前任地の川西支店から岩井コスモ証券株
式会社松江支店に着任されたところです。

ご家庭は、奥様とご長男の3人家族で、単身赴任は今回初めてとの事です。
奥様　美佐子様（47歳） ○毎日の晩ご飯の心配をしなくてほっとしている。
   ○経費がかかるから毎週帰って来なくてもいいと……。
長男　達也君（18歳） ○ 受験生ですが、9月まで部活のサッカーをしておりセ

ンター試験に間に合うか心配。
との感想を話されています。
趣味は、サッカーとゴルフをほんの少々。小学生の時、和歌山県代表で全国大会

出場、現在は主にコーチ、フットサルもしているとのこと。
これからは、松江LCのメンバーとして活躍を頂けるものと期待しておりますの

で、どうか前任の竹中様同様に、また私同様よろしくお願いいたします。
 （SP　L.坂根　勝）
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

このたび、永い歴史と輝かしい伝統を誇る松江LCに入会を許されたことに、

誇りを感じておりますとともに身の引き締まる思いがしているところです。

少し私の自己紹介をさせて頂きます。私は型枠の専門工事業を営んでおりま

す。型枠とは、学校、ホテル、病院などの建築物、橋やダムなどの構造物など

にコンクリートを流し込んで形作る枠のことです。独立してから25年間、職人

魂のもと建設業一筋に日々、費やしてまいりました。

その私が、今回井谷さんに勧められてライオンズに入会を決意いたしました

のには、他産業の方々との交流と長い間仕事を通して支えられた地域の皆様に

少しでもご奉仕が出来たらとの思いからです。

そんな私は奥出雲町で農業もやっておりますので、時間をうまく作れるか不

安も沢山ありますが、皆様との出会いを大切にライオン精神に近づけるよう努

力いたしますので、還暦を過ぎた新人を宜しくお願い致します。

国際・教育委員会
L.赤名建司

新
会
員
紹
介

赤名健司さんを紹介します。赤名さんとは40数年前青年団時代からの旧知の間柄
です。その頃から玉木建設㈱の若手のリーダーとして活躍していらっしゃいました。
その後独立して腕一本で会社を設立し、今や㈲富士ビルドの社長として活躍してお
られます。

青年団以後しばらくはお互い疎遠となっておりましたが、島根県技能士会連合会
の会合等で再びお付き合いが始まりました。お互いそれぞれの業界組織の会長とし
て再会するとはこれまた何かの縁かなと思ったりします。

業界組織のお世話役はボランティアのようなものですが、ライオンズクラブの奉
仕とも相通ずるものがあります。

そこでこの度、我がクラブにお誘いし入会して頂くことになりました。奉仕の精
神をお持ちのことは、長い付き合いの中で十分に承知をしておりますし、これを生
かして松江クラブの重要な戦力になるものと確信しております。 （SP　L.井谷耕造）
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光と愛を

今年度に入って 4 ケ月が経ちました。坂根ガバナー指導のもと副幹事さん方のご協
力を得て、キャビネットも何とか運営をしています。国際協会からは次々とメールが
届き、大変な難問が生じています。第 2 回キャビネット会議（11/16・17）、その後の
ガバナー諮問委員会を経て各LCに伝達されることになりますが、皆さまのご理解と
ご協力をお願いしなければなりません。

336複合地区レベルではインターネットを使ったウェブ会議が試行されています。
336-D地区、各LCでも出来るようになれば画期的な改革が出来ることでしょう。まず
会議場までの移動時間が無くなりまし、交通費、会場費も不要になります。参加者の
都合が付けば夜中でも出来ます。しかし、私も一度参加してみましたが慣れるまでは
大変難しいようですし、パソコン扱いの習熟度によってずい分差異が生じます。私の
ようなオジサンには無理かなとも思いました。何よりも顔を見て表情、雰囲気を感じ
ながらの会議に慣れているものですから、何となく無機質に感じました。でも時代の
流れかもしれません。小田PR情報委員長が頑張って取り組んでいます。

10月 6 日には豊田山口LCの50周年式典があり、坂根ガバナーとともに参加しまし
た。山口県のちょうど中央付近で、交通手段が不便で大変でしたが山懐に懐かれた緑
豊かな、夏には蛍が乱舞するという素晴らしい所でした。大歓迎を受けました。

10月13日には宍道LCの40周年式典があり、 3 役で参加しました。旧知のメンバー
が多く、まことに和やかな周年式典でした。

10月16日には岡山で複合地区カバナー協議会、19日には高松で複合地区役員連絡会
議、30日には336-D地区名誉顧問会議、その間にキャビネットスタッフ会、1 R 1 Zゾー
ンミーティング等、次から次へと会議や行事に追われています。

でも、坂根ガバナーはその間に全国レベルの会議をこなしておられますので、まだ
多忙です。お酒も極力控え、体調を整えながら頑張って行きます。

松江LCの皆さまの更なるご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

キャビネット幹事
L.大野美雄

キャビネット近況

キャビネットだより
CABINET NEWS
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ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1377回例会 10月第 1 例会（出席率64.78％）

L.安達　亨	 10月度、誕生月を迎えられる
皆様、おめでとうございます。L.實重、す
てきな会員スピーチありがとうございました。
L.有田　律	 實重さん、スピーチおつかれ

様でした。お人柄がよく伝わりました。
L.池尻　悟	 10月生まれの皆様おめでとうご

ざいます。實重様のスピーチに感謝して。
L.石田博義	 實重正樹さん、会員スピーチ

ありがとうございました。良かったですよ。
L.井谷耕造	 先月は催促されましたが。そ

れでドネーションするのもどうかと思い今日
にしました。
L.太田裕子	 演題から楽しそうな實重さん

のスピーチ聞きたかったぁ。諸用でお先に
失礼してごめんなさい。また個人的に聞
かせて下さいね。
L.岸本義之	 實重様、すばらしいスピーチ

ありがとうございます。10月生まれの皆様
おめでとうございます。
L.木村泰明	 實重さんの楽しいスピーチに

感謝して。
L.河原守孝	 實重さん楽しい話ありがとうご

ざいました。
L.後藤　勇	 實重正樹さんスピーチありがと
うございました。家庭と会社が良くわかっ
たいい話でしたよ。
L.鷦鷯　治	 広島鯉城LC交歓ゴルフの時

の写真たくさんいただきました。ありがとう
ございました。
L.佐々木幸美　スポンサーとして…皆様こん

な實重くんですが何卒よろしくお願い致し
ます。實重くん、スピーチお疲れ様でした。
感謝。
L.實重正樹	 10月生まれの皆様、お誕生日

おめでとうございます。そして竹中政広様、
お疲れ様でした。京都に行かれましても
御元気でお仕事頑張って下さい。
L.高橋顕一	 L.實重正樹の会員スピーチに

感謝して。
L.高橋直輝	 實重君、スピーチありがとうご

ざいました。私も貴方のようにお酒の場で
振る舞えたら心が軽くなると思い、羨ましく
感じました。でも私には真似はできません！
L.竹内祐子	 お先に失礼致しまして、申し

訳ございません。
L.竹田　彰	 實重さんの会員スピーチに感

謝。今後とも共にがんばりましょう。
L.田中信行	 實重さんの会員スピーチに感

謝して。
L.富田秀則	 實重様、楽しい会員スピーチ

ありがとうございました。
L.中村　誠	 實重様、楽しい会員スピーチ

をありがとうございました。本当は記憶残っ
ているんですよね。
L.野津祐一	 L.實重の楽しいスピーチに感

謝して。
L.平野洋一	 實重さんのユニークなスピー

チ楽しく聞かせていただきました。今後、
一緒に飲む機会が有りましたら、よく観察
したいと思います。
L.藤井祥一	 實重さんの会員スピーチご苦

労様でした。ありがとうございました。10
月誕生日の方々、おめでとうございます。
L.三原良樹	 實重さん、愉快なスピーチあ
りがとうございました。誕生月の皆様方お
めでとうございます。
L.森田義明	 本日の例会早退させて頂きます。
L.森山正雄	 L.實重の会員スピーチに感謝
して。大変おもしろく聞かせていただきました。
L.山本勝己	 實重正樹さま、楽しいスピー

チをありがとうございました。
L.吉金　隆	 お誕生を迎えられた皆様おめ

でとうございます。アクティビティの出席率
が悪く申し訳ありません。
L.和田淳一	 實重正樹様の楽しいスピーチ

ありがとうございます。
L.安達盛二	 實重さんの人柄が出たとても

楽しいスピーチに感謝します。今後の活
躍に期待致します。前回の例会は出張で
欠席させていただきました。内容につきま
しては、いろいろとお聞きしましたが、各
事業委員長の皆様にはアクティビティの承
認おめでとうございました。すばらしい成
果を期待しております。
L.小林　悟	 鷦鷯さん、先日のテレビでの

全国難読名字ランキング 2 位お目出とうご
ざいます。字の語源は「ミソサザイ」とい
う鳥の名前、全国で数十軒、平安時代
から続く大変高貴な名字だそうです。この
読み方をあてたのは「やくみつる」さすが

に漢字王。すごいですね。實重さんの会
員スピーチにプラスして、もう2,000円ドネー
ション。
L.野口泰男	 9 月は大野キャビネット幹事と

共に坂根ガバナーのカバン持ちをして山口
方面を訪問し、各クラブで大変な “おもて
なし”を受け “感謝感謝” です。
L.松浦祐一	 誕生月の皆様おめでとうござ

います。實重さん、会員スピーチありがと
うございます。
L.持田幸治	 實重様の会員スピーチに感謝
して。広島鯉城LCとの交歓会お疲れ様で
した。とても良い交歓会であったと思いま
す。感謝。
L.竹田宏一	 会員の皆様にご協力を頂き広

島鯉城LCさんとの交歓会が無事終了する
ことが出来ました。ありがとうございました。
L.山﨑敏弘	 広島鯉城LCとの交歓会に長

男のトランペット演奏の機会を頂きありがと
うございました。また23日のプラバでのソロ
リサイタルには坂根ガバナー、後藤会長を
始め多くの方々にご来場頂き、感謝申し
上げます。
L.野口泰男	 誕生祝ありがとうございまし

た。この一年元気で過ごせたことに心より
感謝します。
L.石田博義	 誕生祝ありがとうございまし

た。58歳になりました。
L.近藤晶美	 誕生祝ありがとうございます。
L.門脇　泰	 誕生祝ありがとうございます。

50代も後半にさしかかり還暦が近くなりまし
た。実感は全くありません。
L.中尾禎仁	 誕生祝ありがとうございます。

今後益々精進してがんばります。實重くん
楽しいスピーチありがとうございました。
L.柏井一博	 實重様、会員スピーチありがと
うございます。誕生祝ありがとうございます。

第1378回例会 10月第 2 例会（出席率75.34％）

L.大野美雄	 遅くなりましたが誕生祝をいた
だき有難うございました。六四歳になりま
した。
L.永原秀治	 赤名様、加山様、入会おめ

でとうございます。今後のご活躍を祈念致
します。金津様、貴重なスピーチありがと

MATSUE LIONS CLUB　　 13



光と愛を

うございました。話は変わりますが、10月
12日の宍道LC40周年記念ゴルフコンペで
優勝することが出来ました。ドネーションが
少ないと思われたかもしれませんが、現在
MJFの1000ドル寄付に向けて預金中です
ので、ご容赦下さい。
L.赤名健司	 伝統ある松江LCに入会を許

され、身の引きしまる思いです。微力では
ありますが地域のお役にたてるよう頑張る
気持ちでございます。どうか皆様よろしく
お願い致します。本日はありがとうござい
ます。
L.加山恵司	 本日入会させて頂きました。よ

ろしくお願いいたします。
L.安達盛二	 ゲスト金津様のスピーチに心よ
り感謝します。赤名様、加山様、お二人
のご入会を心より歓迎し、ご活躍を期待致
します。佐々木前幹事の「メンバーシップ
キー賞」の受賞おめでとうございます。
L.井谷耕造	 本日、新会員赤名健司さんの

スポンサーを致しました。私同様宜しくお
願いします。
L.門脇　泰	 ゲストスピーチ金津義彦様、

興味深い話ありがとうございました。赤名
健司様、加山恵司様、入会おめでとうご
ざいます。
L.木村泰明	 赤名様、加山様入会おめでと
うございます。今後のご活躍に期待しま
す。金津様、スピーチありがとうございま
した。
L.後藤　勇	 赤名健司様、加山恵司様、

入会おめでとうございます。末永くご在籍
をいただきますようお願いいたします。金
津様スピーチありがとうございました。
L.佐々木幸美	　メンバーシップキー賞をいた

だきました。継続していただいてます。L.広
瀬、L.和田、L.實重、L.柏井、 4 名の皆
様に感謝致します。今後共がんばりたい
と思います。
L.高橋顕一	 ゲストスピーチを頂きました。

金津様ありがとうございました。赤名様、
加山様、ご入会おめでとうございます。
L.塔村正樹	 金津様のゲストスピーチ、ロス

オリンピック出場の苦労話に感謝。入会さ
れた赤名様、加山様のご活躍をお祈りし
ます。佐々木様メンバーシップキー賞の受
賞おめでとうございます。感謝。
L.中村　誠	 新会員、赤名様、加山様の

ご活躍を祈念いたします。佐々木様メン
バーシップキー賞おめでとうございます。

L.野口泰男	 赤名、加山、両氏の入会を
祝して。ゲストスピーカーの金津氏のスピー
チに感謝。
L.松浦祐一	 金津様のゲストスピーチに感

謝します。赤名様、加山様、ご入会おめ
でとうございます。佐々木さんアワードおめ
でとうございます。
L.森山正雄	 赤名様、加山様の入会を祝
して。金津義彦様のゲストスピーチに感謝
して。L.佐々木、メンバーシップキー賞お
めでとうございます。（ 3ヶも書いたので
チーム2,000円）
L.足立　守	 赤名様、加山様、松江LCに

入会おめでとうございます。佐々木幸美
様、アワードキー賞おめでとう‼
L.有田　律	 赤名さん、加山さんの入会を

祝し。
L.池尻　悟	 金津様のスピーチに感謝し

て。赤名様、加山様、今後とも宜しくお
願い致します。
L.石田博義	 新入会の赤名健司さん、加

山恵司さん、これからよろしくお願いしま
す。金津義彦様のスピーチに感謝。
L.岩本　徹	 赤名様、加山様、ご入会お

めでとうございます。佐々木様、メンバーシッ
プキー賞受賞おめでとうございます。
L.太田裕子	 金津様のすばらしいゲストス

ピーチに感謝して。
L.柏井一博	 金津様、貴重なスピーチあり

がとうございました。赤名様、加山様、ご
入会おめでとうございます。これからよろし
くお願い致します。
L.岸本義之	 赤名様、加山様、入会おめ

でとうございます。佐々木様、メンバーシッ
プキー賞おめでとうございます。
L.近藤晶美	 赤名様、加山様の御入会を

祝して。
L.鷦鷯　治	 金津義彦様、本当に貴重な

スピーチありがとうございました。赤名様、
加山様、ご入会おめでとうございます。
L.實重正樹	 赤名様、加山様、ご入会あ
りがとうございます。これからご一緒にLC
の活動が出来るのを楽しみにしています。
L.高橋直輝	 佐々木幸美さん、アワード授

与おめでとうございます。ライオンのタテガ
ミ生えてきそうですね。赤名様、加山様、
ご入会おめでとうございます。参加してい
ただけることをたくさん用意してお待ちして
おりますのでよろしくお願いします。
L.竹田　彰	 金津様のゲストスピーチに感

謝。目標に向かっての努力は継続するこ
とが大切で、かつ謙虚さが重要であると、
教えられました。本当にありがとうございま
した。
L.寺﨑美穂	 金津様、スピーチ有りがとうご

ざいました。私も目標にむかって努力を継
続したいと思います。赤名様、加山様の
入会に感謝‼
L.富田秀則	 赤名様、加山様、入会おめ

でとうございます。よろしくお願いいたします。
L.中尾禎仁	 金津様、貴重な体験談を聞

かせていただきありがとうございました。赤
名様、加山様、ご入会おめでとうござい
ます。このご縁に感謝します。
L.西尾清文	 金津様、貴重な経験をお話

いただきありがとうございました。赤名様、
加山様、宜しくお願い致します。
L.西本敦子	 赤名様、加山様、ご入会お

めでとうございます。
L.野津祐一	 金津様、楽しいスピーチあり

がとうございました。
L.原田瑞樹	 赤名さん、加山さん、ご入会

おめでとうございます。今後のご活躍を期
待申し上げます。
L.曳野敏彦	 赤名さん、加山さんの入会を

歓迎いたします。今後の活躍に期待し
ます。
L.藤井祥一	 新入会員の赤名様、加山様

のご活躍を期待致しております。金津様
のゲストスピーチありがとうございました。
素晴しいお話でした。感謝。
L.藤原茂紀	 赤名さん、加山さんのご入会

心より歓迎致します。
L.三原良樹	 金津様、貴重な体験談ありが
とうございました。入会された赤名様、加
山様、おめでとうございます。これから宜
しくお願いします。
L.森田義明	 ゲストスピーチ金津様、ありが
とうございました。
L.山﨑敏弘	 赤名様、加山様のご入会お

めでとうございます。
L.山﨑秀幸	 金津様のスピーチありがとうご

ざいます。赤名様、加山様、ご入会おめ
でとうございます。
L.山本勝己	 赤名健司様、加山恵司様、

御入会おめでとうございます。
L.和田淳一	 私のSPであられます、佐々木

幸美様のメンバーシップキー賞おめでとう
ございます。また、赤名様、加山様、ご
入会おめでとうございます。
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（Ｌ.曳野敏彦）

〒６９０－０１３３ 島根県松江市東長江町７番地
TEL 0852－36－8462　FAX 0852－36－8469
E-mail : marukami-kawara1@mwd.biglobe.ne.jp

代表取締役

曳 野  敏 彦

（L.原田瑞樹）

さんびるグループ

（L.竹 田 宏 一）

アイカム株式会社
●インテリア事業／
　カーテン、メンテナンスリース、カーテンクリーニング、病院専門防火カーテン
　各種オーダーカーテン、その他インテリア全般
●指定管理者事業／
　島根県立総合福祉センター・米子市勤労青少年ホーム
●総合ビル管理／清掃・警備・設備管理
●生活空間環境整備事業／
　クリーニング（エアコン）、害虫駆除（ネズミ、ゴキブリ、ダニ等）・内装工事
●生損保保険代理店

本社：〒690-0133 松江市東長江町902-53　TEL:0852-36-5656

ＩＳＯ 14001 : 2004認証　JISQ27001 : 2004認証

緑の風と住まいの楽しみをお届けします

（エクステリア事業部）出雲市中野美保南2-9-6
URL http://www.kononiwa.com

松江市浜乃木4-6-75
URL http://www.kimura-komusyo.co.jp

エクステリア＆ガーデン

自遊空間プロデュース

（L.木村泰明）

島根県松江市東津田町1280-1
TEL（0852）26-2532 FAX（0852）26‐2754
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸﾍﾟｰｼﾞ

円建創
携帯用ｻｲﾄいいね！

お願いします♪

http://www.facebook.com/madokakensou
http://madoka-arc.co.jp/

癒しと技術と感動の家づくり

おかげさまで２５周年

弊社は、地元に根差した工務店として、これからも、県産木材と自然素材を
ふんだんに使い、中四国では当社だけの「いやしろ３工法」で

癒しと技術と感動の家づくりに邁進して参ります。

（いやし健康増進住宅研究会島根県本部）

（L.安達盛二）

●ひとつの文字に誠をこめて

（Ｌ．永江文枝）

（本社・松江店）
松江市和多見町１１５－１
ＴＥＬ（０８５２）２１－９９４０㈹
ＦＡＸ（０８５２）６０－２２１８
（営 業 所）
松江サティ・米子・出雲・岡山・大阪
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今年の春に全線開通した「松江だんだん道路」に架かる「縁
結び大橋」。
市内の日々渋滞緩和の使命を負う重要な橋である。
大橋川河畔の田園風景の中を一本の白いラインとなって、ゆっ
たりと架かる様は、のどかな風景を、なぜかよりのどかに感じ
させているように思えてくる。

表紙の写真　「橋のある風景 6」

縁結び大橋

… 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


