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前夜祭は1,000人近く、年次大会では1,600人近くの方々にご参加頂き、大変
素晴らしい大会になりましたこと、メンバーの皆様の多大なご努力の賜と心よ
り御礼申し上げます。

今年になってから急ピッチで準備を始めましたが、大会に向けての細部にわ
たる配慮など、さすが松江クラブのメンバー、おひとりおひとりの潜在能力の
凄さには本当に感心しました。特に若いメンバーの潜在能力は素晴らしく松江
LCの将来は安心です。

大会が終わって10日余り、他クラブのメンバーにお会いすると、非常に素晴
らしい大会だったと高い評価を頂きます。素晴らしい点のひとつひとつを取り
上げると枚挙にいとまがありませんが、特に目に見える部分として、前夜祭と
年次大会の司会が「メンバーの女性」であることが他クラブの方には感心しき
りだったようです。

最後に、皆様ひとりひとりに感謝すべきではございますが、特に他クラブの
局長をうまくまとめて頂いた井谷事務局長、予算的にも大変無理をお願いした
L.森田・L.伊瀨、式典担当のL.古志野、登録全般においてお世話になったL.二宮
には本誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。

本年度は、バリー・J・パーマー国際会長のFollow Your DREAM「夢を追
いかけよう」に則して、私のガバナースローガン「未来を信じ 行動で We 
Serve!!」のもと、 6 つの基本方針を掲げ、それぞれの地域にさらなる感動を呼
び起こすことが出来るようなアクティビティを、行動で展開するよう期待し
願って来ました。

お蔭様で、 4 月19日（土）、20日（日）開催の松江大会を恙無く盛会裡に無事
終了することが出来ました。皆様から賜りましたご理解とご協力に心から厚く
お礼申し上げます。

松江LCは総合優秀クラブ賞をはじめ数々の賞状を獲得されました。特に、
会員増強については 2 つの支部（千鳥・堀川）の結成および家族会員制度につ
いて取組んで頂きました。誠にうれしい限りで非常に心強く感じた次第です。

おわりになりましたが、この 1 年間にわたるご支援を感謝すると共に、松江
LCのますますの発展と会員の皆様のご健勝ご活躍を祈念申し上げます。
ありがとうございました。

336-D地区ガバナー

L.坂根　勝

年次大会委員長

L.藤原茂紀

336-D地区第60回年次大会を終えて
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1R・RC
L.原田瑞樹

キャビネット副幹事
L.足立　守

国際関係・LCIF YCE分科会 

PR・情報 GMT・GLT分科会 

○開催日／平成26年4月19日（土）　○場所／くにびきメッセ　5F 501号室

○開催日／平成26年4月19日（土）　○場所／くにびきメッセ　3F 国際会議場

年次大会初日、14時25分よりくにびきメッセ 3 F国際会議場にて、第 1 分科会が開催さ
れました。渡辺キャビネット副幹事が司会を務められ、安永 4 R・RCを議長として進め
られました。審議事項は次の通りです。
第 1号議案…「336-D地区会費月額980円を1,080円に値上げについて」
第 2号議案…「二人目以降の家族会員の336-D地区費及び年次大会費の免除について」
第 3号議案…「336-D地区緊急援助資金の補填について」
第 4号議案…「二人目以降の家族会員の336複合地区費及び年次大会費の免除について」
第 5号議案…「336複合地区緊急援助資金補填について」
第 6号議案…「 国際会長モットー 次期アクティビティスローガン 次期ガバナースローガン 次

期委員会構成について」
第 1 号議案～第 6 号議案まで、いずれも可決されました。
その後、小田PR情報委員長、北川 1 ～ 3 R GMT委員長、松浦 4 ～ 7 R GMT委員長、

平原GLT委員長より報告があり閉会となりました。

日野修一キャビネット副幹事の司会で始まり、開会の言葉・役員紹介・資格審査報告
通常の流れで議事に入り議長武内節夫 5 R・RCの司会で進行ですが、この第 2 分科会
は審議事項等なくて、平岡泰彦国際関係委員長、野々村一巳YCE委員長の委員会報告
でした。
国際関係の報告

各クラブのLCIFの協力金の報告とこれからの各クラブへのLCIFのお願い事項
YCE委員会の報告

2014年夏期YCE来日生受入れホストのお願い、先日 4 月24日に開催されました。
第 3 回YCE委員長会で決定いたしました夏期YCE事業についての報告

分科会報告

分科会報告

第2分科会

第1分科会
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年次大会副委員長
L.後藤　勇

保健福祉・環境保全 青少年健全育成分科会 
○開催日／平成26年4月19日（土）　○場所／くにびきメッセ　6F 601号室

第 3 分科会「保健福祉・環境保全 青少年健全育成」分科会に出席いたしましたので報告
いたします。山根建晃キャビネット副幹事の司会で開会されました。当分科会は審議事項
はなく、各委員長の報告並びに意見発表がありました。
●保健福祉・環境保全委員長　L.月森和宏の報告
1．献血について

LCも一般社会も高齢化で献血が減少している、若者をターゲットにすることが必
然的で学校にお願いし卒業式に地区ガバナーと血液センター所長の連名の証明書（ボ
ランティア賞）を渡した。

2 ．献眼について
会員の登録は各クラブとも行われているが家族との連携が不十分なため会員の献

眼提供者が少ない。
3 ．環境保全写真コンテストについて

応募者の中から本年は上野健郎、下関長府LCの作品が複合地区優秀賞に選ばれた。
●青少年健全育成委員長　L.牛尾尚義の報告
1．ライオンズクエストについて

少年少女に生きる力（ライフスキル）を身につけさせる教育プログラムを支援する。
2 ．薬物乱用防止について

薬物乱用の低年齢化を防止するために中高生を対象に薬物乱用防止教室を展開する。
3 ．青少年健全育成基金について

青少年健全育成基金への寄付をお願いする。
4 ．平和ポスターコンテストについて

40万点応募の中から松江第二中学校 2 年平井杏実さんが国際賞を受賞された。

分科会報告

第3分科会

来日生受入れについての決定事項
来日生情報
○フィンランド…… 2 名（男 1 名　女 1 名）
　滞在期間………… 7 月14日～ 8 月12日
○台湾……………… 5 名（男 2 名　女 3 名）
　滞在期間………… 7 月15日～ 8 月 4 日
各リジョンに来日生 1 名を迎えて頂きたいとの委員長の考えです。
締め切りは 5 月 7 日キャビネットに報告してほしい、併せて夏期派遣・受入れのオリエ

ンテーションを 6 月 8 日山口グランドホテルにて開催予定の報告がありました。
以上報告とします。
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2013年～2014年度、LC国際協会336-D
地区第60回年次大会が、 4 月19・20日両
日に亘り松江市のくにびきメッセを会場
に、山口島根両県より約1,700名のライオ
ンズ関係者が一同に集まり盛会裏に終了
することが出来ました。これも偏に皆様
方の御支援御協力の賜と紙面をお借りし
て厚く御礼申し上げます。

4 月19日の前夜祭に先立ち代議員分科
会があり、続いて代議員総会が開催され
ました。指名選挙委員会から推薦された時期地区ガバナー竹下雅雄（萩LC）候補、第一
副地区ガバナー矢野敏明（松江葵LC）候補、第二副地区ガバナー藤本幸嗣（平生LC）候
補三氏の信任投票が圧倒的な数で承認されました。続いて審議に入り大会議長坂根勝、
司会大会幹事大野美雄両氏により議事進行が計られました。
第 1号議案　地区会費月額100円の値上げについて
第 2号議案　二人目以降の家族会員の336-D地区員及び年次大会費の免除
第 3号議案　336-D地区緊急援助資金の補填について
第 4号議案　二人目以降の家族会員複合地区費及び年次大会費の免除
第 5号議案　336複合地区緊急援助資金補填について
第 6号議案　次期ガバナースローガン「寛容の心で We Serve」

参加代議員総数306名、多少異論は出たものの賛成多数で上記提案は全て可決されま
した。

長い間準備を積み重ねておりました、第60回年次大会は 4 月19日・20日の 2 日間にわ
たりくにびきメッセを会場にして無事終えることができました。これ偏に、わが松江ク
ラブを中心に松江三クラブの会員のご協力の賜物であると深く感謝をするところです。

年度当初、副委員長は形だけのものと気軽にお引き受けしましたが、岡田さんの退会
により一気にその役割がこちらに向かってきました。本来なれば当初より各局の分担決
定から携わっておればと思うところも多々ありましたが、腹をくくって私のできること
を目指しました。

3 月に入ってから準備も急ピッチになり各局の責任者の皆様の顔が本気ムードに
なってきて、これなら本番も大丈夫だと確信するに至りました。

大会当日の 2 日間は、少し肌寒くはありましたが絶好の大会日和となり、遠路はるば
るお越しいただいた336-D地区の会員の皆様も満足してお帰り頂いたと思っております。

この 2 日間、松江クラブのほとんどの会員には年度初めのご多用の折にも関わりませ
ず、大会運営にご協力を頂き真にありがとうございました。

また、 2 年後には松江葵クラブの矢野ガバナーが誕生します。その時は今回頂いた葵
クラブのご厚意をお返しする番です。今回の坂根ガバナーの年次大会に匹敵するような、
またそれ以上の大会になるよう協力したいものです。

大会副委員長
L.井谷耕造

キャビネット会計
L.野口泰男

代議員総会報告

第 60 回年次大会を終えて
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1 局（庶務、登録、来賓）では代議員会、前夜祭及び式典の受付など各局長さんには大
変お世話になりました。登録には松江湖城LCの太田副局長がR別受付に多くの人員を配置
して円滑に業務を進めて頂きましたことに深く感謝申し上げます。

また 7 局の原田局長には御自身の大役があるなかで茶席の段取りの他に来賓のご接待
等にご尽力頂きましたことに深く御礼申し上げます。

その他クラブ員の方々にもお力添え頂き誠にありがたく、御蔭様で無事大役を果たすこ
とが出来ましたこと感謝申し上げます。

坂根キャビネットのもとで、副幹事として会員増強の委員会であるGMT・GLT委員会
のお世話をさせて頂いておりましたが、年次大会に於いて式典のとりまとめ役の依頼を受
けました。先輩の言いつけ通り、「やれ」といわれれば「はい」の返事しか用意しておらず、
ことの重大さも理解せずに、大役を引き受けてしまいました。

年次大会の日は刻々と迫って来ます。残り 2 ヶ月を切る 2 月の下旬頃には、そろそろあ
せりが出はじめました。本当に1,600人もの人をうまく誘導し、坂根ガバナーを盛り上げ
ながら、いい年次大会だったといって頂けるような大会にすることができるのだろうか。
自問自答する日が続きました。

各局から積み上げられた年次大会の予算書は、キャビネットの計画予算を大きくオー
バーし、何度も修正が加えられました。そのため、各局とも本格的に準備をスタートする
ことができず、やきもきすることもありました。

それでも、我々式典局のスタッフである、司会のL.竹内は式典台本を着々と精度の高い
物に仕上げてもらいました。副局長のL.門脇は当日のスタッフのコミュニケーションをと

第 1 局「広報・PR・大会誌」の役割分担は大会記念誌の作成が主たるものですが、その
他には代議員に事前送付した資料、ゴルフの写真撮影とプリント配布、前夜祭で配布した
ナイトマップの作成を担当しました。

大会記念誌は表紙（カラー）＋内容96頁（モノクロ）で1,850冊、代議員会用資料は表紙（カ
ラー）＋内容50頁（モノクロ）で350冊、ナイトマップはA 4 両面カラーで1,000枚作成しま
した。ゴルフ大会の写真撮影とプリント配布は副局長のL.田川欽一（松江葵LC）に担当し
ていただきました。何れも限られた予算、そして非常にタイトなスケジュールで作成せざ
るを得ず不本意な部分もありましたが、副局長のL.森山正雄、L.田川欽一をはじめご協力
いただきました会員の皆様のおかげで無事に役目を果たすことが出来ました。心より感謝
申し上げます。

第1局 局長
L.山﨑敏弘

第2局 局長
L.古志野功

第1局 局長
L.渡辺　学

年次大会運営局報告

第1局 （庶務・登録・来賓）

第2局 （式典）

第1局 （広報・PR・大会誌）
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るためのインカムを準備や中継カメラとスクリーンに映し出すフリップの準備と校正をし
て頂きました。また松江湖城からの副局長のL.牧野は、式典を盛り上げるためのBGMを
チョイスして台本に落とし込み、司会のL.竹内と台本の読み合わせを行い時間調整しなが
ら曲を切り取ったりリピートしたりと加工した上、音響スタッフと打合せをして頂きまし
た。もう一人松江葵からの副局長のL.渡辺順一には、式典会場の席割表と席札および看板
の手配をして頂き、当日は当クラブの計画・PR委員会のメンバーと協力して1,600人もの
336-D地区のメンバーを開会時間にあわせて誘導して頂きました。

そのほか、L.木村のお嬢さんとL.永江のご親戚のお嬢さんにもプレゼンターとして活躍
して頂きました。

このようにたくさんの人たちに支えられて当日を迎え、前夜祭に引き続いて大過なく式
典を終了することができました。特にこの 1 ヶ月間、とても忙しい中でわからないことも
多く不安との戦いでしたが、その分だけ喜びも大きく感じております。お役を与えて頂い
た大野幹事、藤原実行委員長そして細かく指導頂きました井谷副実行委員長に心より感謝
を申し上げます。

1,000名の会員が一堂に会し、松江LC L.太田裕子の司会で晩餐会がスタートしました。
晩餐会は局長L.三成浩巳と松江湖城LCの皆さんが事前準備から当日の運営まで中心に

取り組まれました。当日は会場設営も素晴らしく、アトラクションも華やかさもあり、松
江 3 クラブの協力があって初めてこの晩餐会が成功に終わる事が出来たと思います。本当
にご苦労さまでした。

松江LCの皆さんには、お客様の行かれなかったお店に、終了後に数人に分かれて足を
運んでいただきありがとうございました。お礼を申しあげます。

松江LCにとって32年ぶりとなる第60回年次大会で 4 局（会場設営）の副局長を務めさせ
ていただきました。

3 年前岩国で行われた、第57回年次大会で、坂根ガバナーの誕生が決定し、その時から、
自分の得意分野である会場設営の担当になれば全力で頑張ろうと考えておりました。

入会以来、毎年欠かさず年次大会に出席しておりましたので、大体の流れや会場の内容
は把握していたつもりです。これもいつか松江LCからガバナーが誕生した時に会場設営
で、お役に立てたらいいなと思っていたからです。

できるだけ大きなステージにして、遠くからでも後ろに座っている方が見えるような雛
壇にしようと決めました。会場はくにびきメッセですので広さは申し分ありません。式典
ステージ最後列に座っておられた藤原茂紀大会委員長、そして野口泰男キャビネット会計、
原田瑞樹 1 R・RCの晴れやかなお顔がよく見えたのが何より嬉しいことでした。

最近の年次大会ではあまり見かけなくなりましたが、会場入口では歓迎のエアーアーチ
を設置し、受付も少し手間をかけてシステムブースで制作、少しでも松江LCの心意気を
見ていただけたのではと自負しております。

これといったトラブルもなく年次大会を終えることが出来、今はホッとしているところ
です。皆様、大変お疲れ様でした。

第3局 副局長
L.竹田宏一

第4局 副局長
L.伊瀨宣夫

第3局 （晩餐会）

第4局 （会場設営）
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第 5 局は「代議員会」担当で、大会初日のスタートを切る責任重大な部署でしたので、
準備から当日終えるまで大変緊張の連続でした。私は局長として、まずは「第 1 ～第 3 分
科会」の全ての担当を 3 人の副局長にそれぞれお任せし、主たる「代議員総会」は全て私
が担当し全責任を取るという体制を了解していただき諸準備に入りました。

主たる準備作業は、①各種看板種別の整理、②分科会・総会の会場レイアウトと運営・
進行シナリオ作り、③受付・投票所のレイアウト、④当日の役割と配属計画、⑤小委員会・
来賓の誘導～と認識し、それに伴う予算案の作成を含め、具体的な実施方法の立案と指示
は局長である私の責任でした。そのうちに視聴覚・保健委員会が 5 局の配属に決まり、特
に山本委員長と佐々木理事には、細かな配属計画や当日の案内、接待では大変にご苦労を
おかけしましたし、富田副委員長には、厳しい予算かつ直前まで決まらない看板作製で大
変なご尽力をいただき感謝に堪えません。

本番では、第 1 分科会と総会ではとんだハプニングがあり慌てましたが、それぞれの冷
静な対応で大過なく終了出来本当に安堵しました。第 5 局は本来は代議員会だけの役割で
したが、前夜祭や翌日の受付、式典に至るまで急きょピンチヒッターを務めていただき大
変恐縮しました。委員会の皆様方には心より感謝申し上げます。

最後に、全会員の皆様方の積極的な相互協力のお蔭様で、32年ぶりのビッグイベントも
全日程が大過なく終了できましたことに心より安堵し、局長として深く感謝を申し上げ報
告と致します。有難うございました。

担当の宿泊においては特別問題もなく終了してほっといたしました。昨年より松江市内
で800名様のシングルルームを確保しておりましたが、最終400名様の手配で収まり、ご希
望のホテル金額ランクでご回答できました。（半数近くは直接各クラブで手配いただいた
ようです。）ご希望の傾向をみると比較的宿泊金額がお安いクラス・禁煙のお部屋のご希
望が多かったようです。

宿泊以外では当社で登録代行の仕事もさせていただきました。キャビネット事務局に訪
問する機会も多く今回336-D地区の各クラブ名も覚え、キャビネットスタッフの皆様の大
変さも感じ取れ非常に勉強になりました。

皆様ほんとうに大変な日々を過ごされていましたので年次大会が無事終了してクラブ
員としての喜びと共にスタッフの皆様への感謝の気持ちでいっぱいです。

第5局 局長
L.安達盛二

第6局 副局長
L.二宮俊雄

第5局 （代議員会）

第6局 （宿泊）
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茶処松江らしさを感じていただこうと、年次大会式典の日にお茶席をご用意させていた
だきました。前日は会場設営から、茶道具・水屋道具を搬入設置。当日は早朝 7 時に集合
し、 8 時には準備万端。特にお運び担当の奥様方は、お着物の着付け等で、早朝よりさぞ
かし大忙しだったことでしょう。大変お疲れ様でした。お蔭様でお茶席は大盛況で、県外
からお越しいただきました方々から、『さすが茶処松江だね』と、ありがたいお言葉もい
ただきました。およそ 1 時間半の短い時間ではありますが、お茶席は多くの方々のご協力
がなければ成り立ちません。この度は、松江湖城LC、松江葵LC、松江LCの奥様方、ホテ
ル一畑様、担当委員会、担当副局長……、皆様のお陰で立派なお茶席となりました。我が
松江LCから、L.高橋（直）、L.柏井のスタイル抜群のイケメンもお運びとしてご活躍いた
だき、このお茶席での「おもてなし」を更に感じていただけたのではと思います。ところ
で皆様はお気付きでしたでしょうか？　お茶席会場の小ホールの窓ガラスの汚れを……、
あまりにも汚いので永原幹事に相談しますと、すぐに入会したばかりのL.矢田と共に自ら
窓ふきを開始！　仕上げに、ダスキン千鳥さんからスタッフを呼び、仕上げの乾拭きをし
ていただき、見違えるほど綺麗になりました。感謝感謝です。そうそう、永原幹事、後で
ダスキン千鳥さんから窓拭きの請求書を私に送るって言ってたけど、冗談だよね!?　お願
いだから冗談と言って……。

年次大会担当運営局第 9 局協賛出店の副局長をさせて頂きました。松江葵坂本局長のも
と松江葵下岡副局長、松江湖城青戸副局長とともに運営に携わりました。途中、坂本局長
が体調をくずされ、下岡副局長が代役をされましたが、大会には坂本局長も復帰され、無
事、大会を迎えました。

大会初日は、前夜祭ということもあり、下見がてらという方が多く少しさみしい感じで
した。少し心配いたしましたが、大会 2 日目式典当日は早朝より皆様お出かけいただき、
式典の始まる直前までとても賑わっていたように思います。

出店会場が少し目立たない場所ということもあり、多くの方にご心配いただき、ありが
とうございました。また、会場設営の際にも第 7 局の方々にもお手伝いいただき感謝申し
上げます。

無事終了することが出来、ご協力いただきました皆様にお礼申し上げます。ありがとう
ございました。

第7局 局長
L.原田瑞樹

第9局 副局長
L.鷦鷯　治

第7局 （お茶席・土産・配付）

第9局 （協賛出店）
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336-D地区第60回年次大会が、 4 月19日、 4 月20日松江くにびきメッセにて開催されま
した。今大会は、松江LCからL.坂根勝が地区ガバナーとして33年ぶりに就任されており、
この記念すべき年次大会に参加できることは望外の喜びであります。

19日は、午前 9 時より松江 3 クラブ合同で準備・設営・案内等行いました。松江はお茶
所ということもありお茶席も設けられ、訪れた方々からは非常に好評となっていました。

夕方18時からの前夜祭は、松江市を中心に活動する「松江ウインドアンサンブル」の演
奏で開幕し、坂根ガバナーもタクトを振られ拍手喝采となりました。また、後半にはフラ
メンコも披露され盛大な前夜祭となりました。

翌20日 9 時30分からは、神楽に先導された坂根勝ガバナーが登壇され、年次大会がス
タートとなりました。松江LCはホストということもあり、式典には最後まで出席とはい
きませんでしたが、クラブ全員で裏方作業を行い、大成功の年次大会となりました。

視聴覚・保健委員会
L.和田淳一

年次大会参加報告
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国際会長アワード
国際会長賞　　　　　　　　（キャビネット幹事） L. 大野美雄
国際会長リーダーシッブ賞　（キャビネット会計） L. 野口泰男
地区年次大会委員長 L. 藤原茂紀
地区年次大会副委員長 L. 井谷耕造
 L. 後藤　勇
国際会長感謝状 1 R・RC L. 原田瑞樹

ガバナーズアワード
総合優秀クラブ賞　　金　20,000円
会員増強（純増 5 %以上）
会員増強（女性会員入会）
地域奉仕部門（YCE・献血）
LCIF部門
リーダーシップ部門　会長・幹事・会計
特別功労賞 L. 山本　功

ガバナー感謝状
支部結成　千鳥支部・堀川支部
キャビネット副幹事　　L. 山﨑敏弘・L. 足立　守・L. 渡辺　学
　　　　　　　　　　　L. 古志野功・L. 坪内浩一
キャビネット副会計　　L. 錦織　澄

アアワーードド一覧覧

国際会長賞 国際会長リーダーシップ賞
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336-D地区年次大会 ゴルフコンペに参加して
ゴ ル フ 部 会

国
際・
教
育
副
委
員
長

L.
三
原
良
樹

4月19日（土）
玉造温泉カンントリークラブ

4 月19日（土）に336-D地区年次大会のゴルフコンペに参加させて
いただきました。

島根県内はもとより、山口からもたくさんの方に参加していただき、
総勢160名の大規模なゴルフコンペになりました。

我がクラブからは、前夜祭の準備もあった関係で、ゴルフ部を代表
して私とL.實重との二人の参加でしたが、同じ組の防府LCのL.清起と、
L.渡辺と楽しいゴルフを満喫いたしました。

お二人ともライオンズの会員歴は20年以上と大ベテランだったの
で、いろいろなお話を聞かせていただき、大変勉強にもなるラウンド
でした。

このような他クラブとの交流コンペは、自分自身の交流の幅も広が
り、とても有意義な事なので、これからも機会があれば積極的に参加
したいと思います。

強風の中のラウンドでしたが、他の参加者の皆様方も一様に楽しん
でおられ、とても良いゴルフコンペだったと思います。

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 吉崎　俊二（下松中央LC） 53 43 96 24.0 72.0

2 増原　健吉（宍道LC） 42 41 83 10.8 72.2

3 竹下　三郎（掛合LC） 47 41 88 15.6 72.4

4 河村　　勉（柳井LC） 48 46 94 21.6 72.4

5 石田　義昭（徳山LC） 48 45 93 20.4 72.6

54 三原　良樹（松江LC） 44 42 86 9.6 76.4

129 實重　正樹（松江LC） 55 61 116 33.6 82.4
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4 月19・20日の年次大会では皆様に大変お世話様になりました。参加されたお客様
に喜んでいただき、お蔭さまで素晴らしい年次大会となりました。代議員会では過去
に無いほどの難しい議題もあり、厳しい意見も出ましたが何とか無事に承認されまし
た。それぞれの局を担当して頂きました全ての皆さまに、衷心より感謝申し上げます。
多くの方々の記憶に残る大会でした。

4 月 5 ・ 6 日の第 4 回キャビネット会議も無事終了しました。これで坂根キャビ
ネットとしての大きな会は全て終了しました。

今は夏季YCEの派遣、受け入れの準備に取り掛かっていますが、これが最後の仕
事になります。後は閉局に向けて会計の処理、書類整理、次期への申し送りが主たる
業務になって行きます。 2 ヶ月程になりましたが、気を抜くことなく最後まで務めて
参ります。

4 月20日には出雲広瀬LCの50周年式典があり、坂根G、野口会計と 3 人で参加しま
した。心のこもった素晴らしい式典でした。

残すところ 5 月11日の松江湖城LC50周年、6 月 8 日の由宇LC30周年となりました。
今期は11LCの周年にお招きをいただき、それぞれに歓待を受けました。

既に次期キャビネット主催の会議も始まっており、不安な中で諸準備を進めた 1 年
前を思い出します。頑張っていただきたいものです。

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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去る 4 月27日（日）に安来市広瀬町にある広瀬中央公園総合体育館で執り行われた出雲広

瀬LC認証50周年式典にL.坂根、L.大野、L.野口、L.原田、L.後藤、L.永原、L.佐藤、L.瀬﨑

と一緒に参加させて頂きました。当日は天候も良く会場になった総合体育館の中も肌寒い

様なことはありませんでした。参加人数は16クラブと一般来賓合わせて223名と会場の中も

余裕のあるセッティングで床面に敷かれたシート、テーブルの上の紙製のクロスなど田部

哲朗出雲広瀬LC会長の挨拶にあった「今回は全て手作りです！」の言葉通り暖かい雰囲気

に仕上がっていました。

また国歌やLCの歌は広瀬中学校吹奏楽部の伴奏でしたし、アトラクションでは地元広

瀬の小学生から高校生の子ども達のダンスが披露されました。50周年記念事業にもあった

「広瀬中学校へ楽器購入費」「広瀬町内の 4 小学校へ備品購入費」「作文コンクールと文集

作成」「地元介護施設へ車椅子贈呈」「郷土芸能交流会への助成」「ふるさと絵本発行・ふ

るさと教育支援金」などこれまでの地元との交流や地元への想いの深さがとても感じられ

た良い式典でした。

「出雲広瀬LC認証50周年記念式典」報告
○開催日／平成26年4月27日（日）　○場所／広瀬中央公園総合体育館

Ｔ
ツ
イ
ス
タ
ー

L.
松
浦
祐
一
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4 月29日昭和の日に松江市営陸上競技場において「第15回島根県障害者スポーツ大会」

が開催されました。当クラブからは11名のメンバーが陸上競技のボランティアスタッフと

して参加いたしました。

当日は明け方まで激しい雨が降っており、予報降水確率も高く、天候が心配ではありま

したが、集合時間までには雨もあがり、予定通り大会がスタートしました。

ボランティアスタッフの主な役割は選手の皆様の誘導や競技ナンバーの回収などで、あ

らかじめ担当を割り当てられた競技種目ごとにお手伝いをさせていただきました。

障害によってお手伝いの対応も変わるなど、慣れないことでなかなか思ったようにご案

内できないこともありましたが、ボランティアに対しての感謝や配慮がしっかりしておら

れる選手が多く、気持ちよく誘導させていただけたようにおもいます。また、障害者スポー

ツ大会を間近に見る機会ははじめてだったのですが、出場選手の真剣で最後まであきらめ

ない競技姿勢には勇気と感動をいただきました。天候も閉会式まで崩れることなく、今大

会では大会記録もいくつか出たようです。

参加された皆様、大変お疲れさまでした。

「第15回島根県障害者スポーツ大会」報告
○開催日／平成26年4月29日（火）　○場所／松江市営陸上競技場

視
聴
覚・保
健
委
員
会

L.
中
村　

誠
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ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1389回例会 4月第 1例会 （出席率74.66％）

L.安達　亨 4月度のお誕生月の皆様お
めでとうございます。
L.足立　守 次期の竹田新会長及び役
員の皆様ガンバって下さい。
L.池尻　悟 4月生まれの皆様おめでと
うございます。
L.小林　悟 年次大会も間近になりまし
た。頑張りましょう。本日は選任状をい
ただきました。次年度よろしくお願いし
ます。
L.門脇　泰 次期役員の方々、次年度
宜しくお願いします。年次大会迫ってま
いりました。是非とも良い大会にしたい
ですね。皆んなで頑張りましょう！
L.富田秀則 4月生まれの皆様おめでと
うございます。次期役員の皆様、次年
度 1年間よろしくお願いいたします。
L.野口泰男 すばらしい新役員の若返り
スタッフが選出されました。皆様方の御
健勝を御祈りします。
L.原　章博 皆様とのご縁に感謝します。
L.藤井祥一 選任された次期役員の皆
様。お世話になりますが、ご活躍を心よ
りお祈り致します。
L.藤原茂紀 年次大会へ向けての局部
会の例会ありがとうございました。ドネー
ション便りの1頁の右上にある後藤会長
が羽生結弦という内容、このジョーク今
日やっと会長に理解して頂けました。バ
ンザイ！
L.松浦祐一 次期役員の皆様、よろしく
お願い致します。誕生月の皆様おめで
とうございます。
L.持田幸治 本日会長より選任状をいた
だきました。頑張って参りますのでよろし
くお願いいたします。今月誕生日を迎え
られる皆様おめでとうございます。
L.後藤　勇 次期役員の皆様のご活躍
を期待いたします。

L.竹内房雄 クラブ支部アワード受賞され
た、L.竹田様、L.古志野様おめでとう
ございます。 4月誕生月の皆様おめで
とうございます。新役員の皆様一年間
よろしくお願いいたします。皆様のご活
躍をご祈念申し上げます。
L.塔村正樹 今月誕生月の方々おめでと
うございます。先月は足首ねんざ？ の
為例会欠席し、すみませんでした。
L.坂根　勝 地区年次大会がいよいよ近
づきました。どうぞよろしくお願い致しま
す。クラブ支部（千鳥・堀川）の今後
の活躍を期待致します。次期役員の皆
様のご健勝とご活躍を祈願致します。
L.井谷耕造 誕生祝ありがとうございまし
た。この年になると自分の誕生日も忘れ
るようになります。
L.谷田英人 誕生祝ありがとうござい
ます。
L.赤名健司 誕生祝ありがとうござい
ます。
L.太田裕子 お誕生祝を頂きありがとうご
ざいました。思い出多き52歳の歳が送
れますようがんばります！
L.和田淳一 誕生祝いただきありがとうご
ざいます。今後もよろしくお願いします。
L.實重正樹 誕生祝、ありがとうございま
した。次年度、T.ツイスターという大役を、
私なんかに与えて頂きました皆様に感謝
します。
L.中村　誠 誕生祝をいただき、ありがと
うございました。
L.錦織　澄 誕生祝をいただきました。あ
りがとうございました。
L.岩本　徹 2月、3月と例会に参加出
来ず申し訳ありませんでした。2月の誕
生祝をいただきました。ありがとうございま
す。次期役員の皆様のご活躍を期待し
ています。

第1390回例会 4月第 2例会 （出席率76.00％）

L.田中信行 第一例会を欠席致しました。
本日誕生祝を頂き有難うございました。
L.坂根　勝 いよいよ第60回年次大会
（松江大会）を迎えることとなりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
L.大野美雄 明日の代議員会、明後日の
式典、何卒皆様の御力添を宜しく御願
い申し上げます。
L.野口泰男 19日の前夜祭、20日の年次
大会の会員皆様方の御支援、御協力
に感謝して。
L.安達盛二 いよいよカウントダウンです。
これまでの各局の綿密な準備と、松江
LCの団結力で、坂根ガバナーの晴舞
台がすばらしい形で実を結ぶことを確信
しています。第 5局共 よ々ろしくお願い
致します。
L.井谷耕造 明日からの年次大会では大
変お世話になります。2日間高給取りの
皆様に奉仕をお願いします。
L.坪内浩一 足立守様 1 R 2 Z・ZCご活
躍をお祈りします。原田瑞樹様昼食の
お弁当ありがとうございました。
L.平野洋一 年次大会の成功を祈念して。
L.佐藤　茂 年次大会の成功を祈念して。
L.竹内房雄 L.足立守、次期地区役員
おめでとうございます。“すばらしい”ご
活躍をご祈念申し上げます。
L.竹田　彰 年次大会運営局の皆様大
変お疲れ様です。大会の成功を祈って！
L.中尾禎仁 明日からの年次大会を成功
させましょう！　お・も・て・な・し！
L.永原秀治 年次大会の成功を祈念しま
して。
L.松浦祐一 19日と20日。あっぱれくんと
しじみ姫のアテンドさせて頂く事になりま
した。
L.渡辺　学 年次大会の成功を祈念し
て‼
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光と愛を



（Ｌ．広瀬　徹）

（Ｌ．柏井一博）

有限会社アーク工業所
http://www.arc-industry.jp

鉄、ステンレス、アルミニウムで
　　　　　　　欲しいモノを形にします！

（板金・溶接・製缶　各種加工）

松江市東出雲町春日３２３-５
TEL （0852）52-4269
FAX （0852）52-3395

（Ｌ．實重正樹）

快適環境を創造する
 サンベ電気にお任せください
快適環境を創造する
 サンベ電気にお任せください
快適環境を創造する
 サンベ電気にお任せください
快適環境を創造する
 サンベ電気にお任せください

（L.安達　亨）

（L.中村　誠）

司法書士 中　村　　　誠
〒699-0202
島根県松江市玉湯町湯町1991-1
TEL 0852-62-9561
FAX 0852-62-9562
E-mail cbj40500＠pop02．odn．ne．jp

中村司法書士事務所

不動産・会社の登記
相続遺言・成年後見
簡易裁判所訴訟代理
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未来を信じ 行動で  We Serve‼



松江城の鬼門を守る寺院、普門院前にある橋です。遊覧船
は屋根を低く下げ通過します。
写真の乗船客も寝ころびました。 （撮影者 L.二宮）

表紙の写真　「橋のある風景 11」

普門院橋
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