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今年度くしくも坂根ガバナーの誕生の時に58代会長を仰せつかりました。その責任

の重大さに身の引き締まる思いの一年でした。幸い個性豊かなスタッフ、役員と会員

の皆様に支えていただき、やっと終を迎えることができました。

この一年を振り返ってみますと、事業委員会の素晴らしいアクティビティが展開さ

れました。YCE交換留学生、林尹安さんのホームステイと歓迎会、松江市民レガッ

タに参加、松江市小学生バスケットボール大会協賛、20回を最後に中止されていた松

江ライオンズクラブ杯松江市中学校野球大会の復活、松江市環境フェスティバルに参

加。「童話作家村上康成先生と、ろう学校の児童たちで原寸大のザトウクジラを描こう」

は多くのマスコミに取り上げられました。担当委員長、委員会の皆様ありがとうござ

いました。今年 4月には松江LC58期の総仕上げともいうべき第60回地区年次大会が

松江市くにびきメッセにおいて開会されました。坂根ガバナーの堂々たる入場は大会

に花を添えられました。

ガバナーズアワードは総合優秀クラブ賞、支部結成クラブ賞、会員増強、献血、

LCIF、リーダーシップ部門を受賞いたしました。藤原委員長をはじめ地区役員、各

正副局長、委員会の皆様のご活躍で成功裡に終了しました。皆様ご苦労様でした。

今期は何も増やさない何も減らさない変わらぬ平凡な一年になってしまいました

が、いよいよ次期は竹田会長が就任されます。平成のニューリーダーとして活躍され

ますことを期待いたしまして、退任の挨拶といたします。

退任のご挨拶

会長
L.後藤　勇
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私のようなものにこのお役が務まるだろうか……。 2年半前に坂根さんの懇請をう

けてお引き受けしてから、ずっと心に重く圧し掛かっていました。昨年 2月にキャビ

ネット事務局を開局し、準備段階から戸惑うことばかりでした。そして、昨年 7月に

いよいよ就任の時は開き直りの心境でした。

通常のキャビネット運営業務の他に、今年度は 2度の水害、スカウトジャンボリー、

家族会員等重大な問題が山積し、その処理に忙殺されましたが、その都度皆さまに助

けていただきました。公式訪問、周年記念式典等では心温まるおもてなしをいただき、

また多くの方々との出会いがあり、今は全てが素晴らしい思い出として蘇ります。本

当に貴重な経験を積ませていただきました。

この 2年半、一日とて心からキャビネットが離れることはありませんでしたが、今

は達磨さんの「廓然無聖」（カクネンムショウ　心が晴れわたって一切のこだわりが

無い状態）の心境です。

私は良きクラブに在籍させていただき、良き先輩、良き仲間、良き事務局員に恵ま

れました。お世話になりました全ての皆さまに、衷心より厚くお礼申し上げます。有

難うございました。

今後はこの経験を活かして、少しでも松江LCのお役に立てるようご恩返しをして

行きたいと思っています。

キャビネット幹事
L.大野美雄

昨年 5月第59回地区年次大会（下関大会）にて地区ガバナーエレクト、そして 7月

にドイツで開催の第96回ハンブルク国際大会で地区ガバナーを拝命してから早くも 1

年が過ぎようとしております。

その間バリー・J・パーマー国際会長のテーマ「夢を追いかけよう」に則して地域に

密着した奉仕活動を行動で展開させていただきました。特に会員増強については家族

会員および千鳥・堀川の 2支部を結成など、大変尽力され非常に心強く思いました。

結果として松江LCは「総合優秀クラブ賞」をはじめ、数々の賞を受賞され誠にご同慶

に絶えない次第です。

次年度は、地区名誉顧問会議員（前地区ガバナー）に就任することになりました。

引続き、どうかよろしくご指導ご支援をお願い申し上げます。

最後になりましたが、、松江キャビネットを支えて下さった後藤会長をはじめ会員

の皆様、事務局の横井局長、そして関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。

松江LCの今後ますますの隆盛を祈念して退任の挨拶とさせて頂きます。ありがと

うございました。

地区ガバナー
L.坂根　勝

退任のご挨拶 

幹事の任務を終えて 
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松江LCから坂根ガバナーが誕生した記念の年にRCという大役を拝命し、光栄であ

ると同時に責任の重さを感じながらの一年でありました。RCの責務の一つとして、

私なりに特に力を入れておりましたのが、坂根ガバナーの基本方針の一つであります、

「 7つのリジョンそれぞれに少なくとも 1支部の結成を」の実現であります。 1 R内14

クラブの例会に訪問した際には、坂根ガバナーの支部に対する想いを伝えてまいりま

した。ご存じの通り、「家族会員」の問題が突如として降って湧いたように出てきた

際には、すっかり「支部」の影が薄くなってしまい、『せっかく支部勉強会まで開いた

のに……』と、ただただ戸惑うばかりでした。幸い、松江LC、そして松江湖城LCが

2 支部の結成を実現され、計 3支部が誕生し、「少しでもRCとしてお役に立てたか

な？」と安堵いたしました。松江LC、松江湖城LCには、心から感謝をいたしており

ます。リジョン幹事には、L.渡辺に依頼させていただきました。L.渡辺は同時にキャ

ビネット副幹事をされており、多忙の中でありながらも私をしっかりと補佐していた

だきました。L.渡辺には心から感謝申し上げます。余談ですが、私が55周年の会長の

際には、L.坪内浩一さんに幹事をしていただきました。あらためて、『私は会長の時

もRCの時も立派な幹事さんに恵まれて幸せなライオンだな～』と感じる今日この頃

です。

キャビネット会計という御役を御引き受けしてから、一年が過ぎようとしています。

松江の三クラブがホストクラブで、キャビネットの事務局員の方々を始め、特に副

幹事の皆々様方には大変な御協力と御支援を頂き心より御礼申し上げます。

坂根ガバナー、大野幹事、御二方の御供をして島根、山口両県を公式訪問、また周

年祝賀行事等々であちらこちらを訪問させて頂き、いずれの地も暖かく歓迎して頂き

ましたこと、深く感銘を受けて居ます。昨年 8月に島根県西部と山口県に集中豪雨が

発生し、二度にわたりLCIFの緊急支援を要請する事態が発生しました。今年 2月被

災地でした山口県田万川で、LCの周年祝賀行事に御招きを受け、被災地を見させて

頂きました。痛々しい惨状が数多く残って居ました。LCのメンバーも救援活動に活

躍された御話もたくさん伺いました。

この一年数多くの方々との出会いがあり多くの友情と元気をいただきました。皆々

様の御健祥と御多幸を御祈り申し上げ、松江LCの御発展を御祈念申し上げます。

1R・RC
L.原田瑞樹

キャビネット会計
L.野口泰男

地区役員退任御挨拶 

退任のご挨拶 
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今年度、後藤会長のもと、クラブ会計を拝命し、早いもので、間もなく任期を終え
ようとしております。
クラブ会計という職務を、なにも分からずにお受けし不安の中でのスタートでした

が、諸先輩にご指導いただき、すこしずつ立場や役割とかが、任期が終わろうとして
いる今日ようやく分かってきたような気がします。
それだけに皆様のお役に立てたか、自問してみますとまったく自信がありません。
3役として地区大会、諮問委員会、他クラブの周年行事等、様々の会合に参加して

貴重な経験をさせていただき感謝をしています。
また後藤会長をはじめすばらしいスタッフの皆様に恵まれ、振り返ってみれば楽し

い有意義な時間を過ごさせていただいた 1年間でありました。
最後に横井局長様、井谷会員・財務委員長様にはご協力とご指導いただき心よりお

礼申しあげます。
会員の皆様には 1年間大変ありがとうございました。

会計
L.佐藤　茂

今年度、後藤会長の元、伝統と歴史のある松江LCのクラブ幹事を務めさせて頂き
ました。
委員長経験もなく、LCの知識も経験も少ない私が、このような重責を務められる

のかと不安に思ったものですが、過ぎてしまえば早いもので、残すところあと 1ヵ月
となりました。
思い返せば、昨年の 4月に幹事を受けてから 7月の新年度スタートまでの準備期間

は、沢山の方にご迷惑をお掛けしながら無我夢中で準備にあたったことを思い出します。
また、年が変わり他クラブの周年式典やチャーターナイトなどの訪問が多かった時

期と年次大会や会社行事の時期が重なった 3ヵ月間は、土日もほとんど休むことがな
く、大変繁忙に感じましたが、このような貴重な経験が自分の糧になったと思います。
この 1年間を何とか大過なく終えることができたのも、 5役、スタッフ、各委員長

をはじめ、メンバーの皆様、横井事務局長に支えて頂いたお蔭と感謝しております。
特に、門脇計画委員長、瀬﨑テーマー、二宮PR副委員長、中尾国際・教育委員長

の皆様には、急遽予定外で大役をお願いしたにも拘らず、見事に責務を全うしていた
だき、本当にありがとうございました。
「急」がつくことが多い年度だったこともあってか、後藤会長はよく私に「無理せん
でいいけんな」と声を掛けていただきました。いつも穏和で細やかなお心遣いをなさ
る後藤会長の幹事だったからこそ、この 1年間、頑張れたと思います。
この 1年間で貴重な体験と多くの出会いに恵まれたことが幹事としての喜びだっ

たと思います。来年度は普通の会員に戻り、この貴重な経験と多くの出会いから学ん
だことを生かし、本業を頑張ろうと思います。
最後となりましたが、 1年間、ご指導、ご協力頂いたメンバーの皆様、横井事務局

長に改めて心から感謝をして退任の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

幹事
L.永原秀治

退任挨拶 

退任のご挨拶 

6　　 MATSUE LIONS CLUB

光と愛を



この 1年間、ライオンテーマーを仰せつかっておりました瀬﨑と申します。

退任にあたり、一言御礼を申し上げたいと存じます。振り返りますと、予期せぬご

指名からライオンテーマーの役割もわからない自分が皆様にご迷惑をおかけしないだ

ろうかと肝を冷やすことが度々でした。そのような時に、稚拙な質問にも丁寧にお答

え頂いた横井局長。また、不慣れな私を信頼して頂き諸々任せて頂いた後藤会長。わ

からないことが多い中でも協力し合い 1年を過ごせた佐藤会計、松浦テールツイス

ター。そして忘れてはならないのが例会運営の中心的な役割を担われた門脇計画・

PR委員長。暗中模索、徒手空拳といった言葉がぴったりの打合せでしたが、良い思

い出になりそうです。サックスを吹くことが出来たのも門脇さんのお陰です。ご紹介

しきれませんが、たくさんの方のご協力のもと休むことなく役割を全う出来たことに

感謝申し上げます。改めまして、 1年間本当にありがとうございました。

昨年の 7月より、テールツイスターを務めさせていただきました。

不慣れどころか何も分かってない、非常に未熟な状態で仰せつかった流れそのまま

で、無計画に一年が過ぎてしまいました。

未熟な状態に加えて自分自身の性格を素直に出してみた結果、後藤会長のテーマで

あった「伝統を受け継ぎ、品格のあるClub Life」とはおよそ程遠いT.Tタイムに終始

してしまう結果になってしまい大変申し訳なく思うと同時に、それを黙って続けさせ

て下さいました会長を始めとするスタッフの皆様や全ての会員の皆様の心の広さには

感謝せずにはいられません。

一年間勝手なT.Tタイムに終始いたしました未熟者を温かく見守って頂きましたこ

と改めて御礼申し上げ退任のご挨拶とさせていただきます。

何の心の準備もなく、突然婦人会長を仰せつかりました。何をやったら良いのか悩

んでいましたが、婦人会の皆様にご協力をいただきスタートいたしました。

レクリエーションか食事会でもと思っていましたが、今年度は婦人会の皆様をクラ

ブの家族会員にしようという話が急に持ち上がりまして、総会がその準備の会になっ

てしまいました。おかげ様で皆様のご理解をいただき家族会員が誕生いたしました。

楽しい交流は出来ませんでしたが、LCならではの、去年の年次大会の参加、また今

年の年次大会松江大会の坂根ガバナーの感動的なシーンなど有意義な体験をさせてい

ただきました。不行届きの一年を深くお詫び申し上げまして退任の挨拶といたします。

松江LCのご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたします。

ライオンテーマー
L.瀬﨑　剛

テールツイスター
L.松浦祐一

婦人会長
LL.後藤ひろ美

退任のご挨拶 

退任挨拶 

退任のご挨拶 
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一昨年、L.浜松の退会により急遽会員委員会の副委員長に指名され、今年度は委員

長を務めることとなりました。今年度は委員会の改編により財務委員会の仕事も加味

されましたので仕事量が増加するとともに、新会員推薦の審議等で委員会運営が複雑

になったきらいがありました。

この点は、委員会再編により次年度は指名会で推薦された委員ばかりで、本来の会

員委員会の姿に戻りましたので何よりです。

といいますのも、諸般の事情により次年度も会員委員長を連続で務めざるを得なく

なりましたもので、強く感ずるところです。

松江LCの歴史の中でも、会員委員長を二年連続で務めるのも初めてのことではな

いでしょうか。

今年度は、坂根ガバナーの所属クラブということで家族会員の入会により大幅増強

になりましたが、正会員につきましてはさしたる増強はできませんでした。次年度は、

会員の皆様の協力を得て会長方針に沿った増強をしたいものです。

今年度は後藤会長より情報・指導力委員会には 3項目の要望事を頂いておりました。

1． 5年未満の新会員研修会

2．会員増強（増やせども・減らさず）

3．例会の出席率の向上（80％目指して）

また、姉妹クラブとの交流会等も、松江LCにとっては大切な行事です。委員会の

皆様には、新会員研修会では、L.藤原・L.野口・L.大野には講師を務めて頂き大変有

意義な時間が過ごせましたこと厚く御礼申し上げます。今期は坂根勝ガバナーの年で

もあり、当委員会のメンバーは坂根キャビネットのスタッフでした。この一年間は本

当にお忙しい年ではと思います。

後藤会長の要望にはなかなか行きませんでしたが何とか、責任を果たすことが出来

たのではと安堵しています。皆様よりご支援、ご協力を賜りましたこと深く感謝申し

上げます。

追伸

今年度で情報・指導力委員会も無くなりますが、私ごとですみません。クラブ会長

を終えスライドして情報の委員長になるわけですが、委員会自体は緊張感と背筋が伸

びた大変引き締まった委員会でした。さすが松江LCの歴代会長の情報・指導力を司

る委員会でした。最後の委員長になりましたが、委員会の皆様には、一言一言ご指導

ご鞭撻を賜り、私の力不足を補って頂きましたこと、また委員長としての勉強をさせ

て頂きうれしく思います。ありがとう御座いました。

会員・財務委員長
L.井谷耕造

情報・指導力委員長
L.足立　守

退任挨拶 

一年を振り返って 
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一年前、PR・IT委員会の副委員長であった私が新たな委員会編成により誕生した、

計画・PR委員会の委員長を拝命した時は、これは大変な一年になるな！との思いと

不安で一杯でした。 8月の「納涼例会」が終わり息付く間もなく 9月の「広島鯉城LC

交歓会」11月の「CN記念例会」12月の「忘年家族例会」そして 1月の「 3クラブ新年

合同例会」と立て続けに次から次へと大きな壁が立ちはだかりました。しかし、その

度に委員会のメンバーの方々の協力を得、また計画委員長経験の先輩諸氏に的確なア

ドバイスをいただき何とか、突破して行くことが出来ました。そして、そんな例会を

作り込み実施していくにつれ、LCの組織や中身が少しずつ私の中で理解出来るよう

になったことは私にとって大きな収穫でした。しかし、あと例会 2回、会報発行 1回

を残す現在、本当に皆さんにとって有意義な例会を開催してきたのか？ 毎月内容有

る会報が発行できたのか？HPはあれで良かったのか？ などと自問自答の日々です。

最後になりましたが、委員会のメンバーの皆さんはもとより、藤井副委員長、そし

てPR部分では委員長同様の働きをしていただいた二宮副委員長、そして後藤会長を

はじめとするスタッフの方々、更に何よりも多大な協力とアドバイスをいただいた横

井局長には、本当にお世話になり感謝しております。ありがとうございました。 6月

20日は今年度最後の例会、年次例会となりますが、皆様にとって充実した良い年の締

めくくりに相応しい例会にしたいと思っていますので、宜しくお願い致します。

皆様、一年間お世話になりました。

この一年間、環境・社会奉仕委員会の委員長を務めさせていただきましたが、この

役職を引き受ける矢先に、心筋梗塞で生死をさ迷うことと成り、当初は、引き受ける

ことを諦めかけましたが、関係諸兄の励ましと、そして何よりも、副委員長のL.竹田

の支えを後ろ盾にお引き受けする決意をする所から始めさせて頂きました。活動とし

ては数々とさせては頂きましたが、さつま芋栽培と環境フェステバルでの焼き芋販売

は、畑仕事の大変さもありながらも、平野農園長？ の手助けもあり楽しくまた多く

の市民の皆様にも松江LCの認知をして頂けて、大変思い出に残りました。全体の活

動を通して感じたことは多くのメンバーの助けなしでは、何事も成し得なかったこと

です。月並みな感想ではありますが、率直にそう感じずにはいられない一年でありま

した。本当に多くの方々に支えて頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。

有難うございました。

計画・PR委員長
L.門脇　泰

環境・社会奉仕委員長
L.高橋直輝

一年を振り返って 

退任のご挨拶 
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昨年の 7月 1日、「社会を明るくする運動」でスタートを切った視聴覚・保健委員
長の任も漸くゴールが見えてきました。
一番の目標に掲げました「献血リレーキャンペーン」ですが、 4月末現在で500名を

越える大変多くの皆様のご協力を頂戴し、今までの委員長さん方から受け取ったバト
ンを、何とか次年度へ繋げられたのではないかと安堵しております。
また、「ろう学校の生徒さん達と原寸大のクジラを描こう」のアクティビティでは、

日程の調整や準備等、スキルの足りない自分にとって大変なことも多々ありましたが、
当日の子ども達の笑顔と村上先生の『大成功！』の言葉は、LCに入会し委員長を任せ
てもらえなければ決して経験できるものではなかったと、大変ありがたく感じており
ます。何よりこの視聴覚・保健委員会、所属委員の皆様の出席率が非常に高く、富田
副委員長を筆頭に、力不足の委員長を支え盛り立てて下さいましたこと、感謝の気持
ちで一杯です。まだ 6月にもアクティビティが残っておりますので、最後まで気を抜
かずに努めてまいります。一年間本当にありがとうございました。

はじめに、国際・教育委員会の委員の皆様はもとより松江LCの皆様そして事務局
の横井様には、大変お世話になりました。早いもので国際・教育委員長を拝命して 1
年が経ちました。
国際・教育委員会は、「韓国青年の受け入れ」「小学校バスケットボール大会」など

年度が始まる前からアクティビティの準備をしなくてはならず、戸惑いながらも何と
か形になりました。これも皆様のご支援、ご協力あってのことと感謝いたします。ま
た、今年度は、「YCE生の受け入れ」の年度でもあり、並行して準備・受入れをする中、
YCE生を快くお受入れいただきましたL.原田、L.西尾には深く感謝申し上げます。今
年度復活した「中学生野球大会」も天候が心配されましたが、無事、開催することが
でき参加選手のはつらつとしたプレーに将来の地域の活力を感じた次第です。終わり
に、皆様には、不慣れな委員長のもと一年間ご迷惑ばかりかけまして大変申し訳あり
ませんでした。また、そんな私を支えていただきました関係各位の皆様方に重ねて感
謝申し上げます。本当にありがとうございました。

平成25年 9 月28日に広島鯉城LCさんとの交換会に始まり、平成26年 6 月 7 日に宝
塚LCさんへの例会訪問で無事に委員長の務めを終了することが出来ました。委員会
の皆さん、会員の皆さん本当にありがとうございました。
次年度は会員・指導力委員会に引き継がれますが、今後も松江LCの発展、そして

姉妹クラブとの交流促進にご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

視聴覚・保健委員長
L.山本勝己

国際・教育委員長
L.中尾禎仁

姉妹クラブ興隆委員長
L.竹田宏一

退任挨拶 

充実した一年に感謝 

退任挨拶 

10　　 MATSUE LIONS CLUB

光と愛を



去る 5月11日（日）松江湖城LC認証50周年記念大会がホテル一畑で開催され、クラブよ

り総勢30名以上の皆様と参加して参りました。

式典は、さすが50年の歴史ある湖城LCというような粛々とした進行でした。また継続

事業である盲導犬に関するアクティビティの重要性を象徴するかのように、盲導犬ユー

ザーの皆様がご来賓として出席されていたのが印象に残りました。更に盲導犬を通じて長

きに亘り、友好を深めてきた、東京虎ノ門LCとの姉妹締結調印式も行われ、より一層今

後のアクティビティの活性化が感じられました。

続いての祝宴は、日本舞踊、鏡開き、乾杯となり、300名を超える多くの参加者の皆様

と杯を酌み交わし、共に50周年をお祝いすることが出来ました。余興の石見神楽西村社中

の迫力あるステージもあり、非常に華やかな祝宴となりました。

松江LCも再来年度に60周年を迎えます。

336-D地区で最初の60周年を迎える、この伝統と歴史ある松江LCに在籍させて頂き、改

めて深く感謝致します。ありがとうございました。

松江湖城LC認証50周年記念大会
○開催日／平成26年5月11日（日）　○場所／ホテル一畑

視
聴
覚・保
健
委
員
会

L.
佐
々
木
幸
美
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5 月17日（土）、 5月18日（日）に倉敷にて開催されましたLC国際協会336複合地区第60
回年次大会に参加させていただきました。
17日は、記念ゴルフ大会と前夜祭でしたが、残念ながら記念ゴルフ大会は見送り、18：

30からの倉敷アイビースクエアで開催されました前夜祭より参加致しました。
国際理事をはじめA、B、C、D各地区のガバナーと各キャビネットからも参加されてお

り、華々しく感じたことと、 1年間の慰労という意味もあるのかゆったりとした雰囲気も
感じました。ただ、挨拶の中に「納得のできないこともありましたが……」という言葉が
少し気になりました。
18日の年次大会は第 1から第 3に分かれての分科会よりはじまりました。
第 1分科会では、家族会員の複合地区会費の免除についての反対意見と投票のやり直し

という動議が出されました。
そのことを受けて総会で 2つの議案の賛否をとると、否決となりました。
それによって、第 5号議案の家族会員の複合地区会費の2013年度下半期分の免除が廃案

となり、第 6号議案の2014年度分の複合地区会費の免除が否決となりました。
昨夜と違い随分と大荒れの代議員総会となりました。
私は、LCの会員数が減少傾向が現実の中でも、形だけの会員数の増加を認めないクラ

ブがこんなに沢山あるという実態を目にしました。
しかし、LCは友愛と相互理解の精神の基、社会奉仕をチームワークを発揮して有意義

な効果を上げるという目的を持つクラブとしては、この場を待ってましたとばかりに理路
整然と反対意見を述べ、場内の代議員を味方に付け、議案を廃案することは如何なものか
と疑問を抱きました。
いずれにせよ57名の家族会員を登録した松江LCには影響の大きいことです。
5月30日のガバナー協議会が開かれ、どのようになるのでしょうか、結果を待ちたいと

思いました。

LC国際協会336複合地区第60回年次大会
○開催日／5月17日（土）、5月18日（日）　○場所／倉敷アイビースクエア

幹
事L.永

原
秀
治

先日は私のスピーチに貴重な時間を頂きありがとうございまし
た。私自身緊張しつつも楽しくお話をさせて頂きました。大層なテー
マの割りにお役に立つほどたいした話も出来ず申し訳ございません
でした。期待していた方がおられましたらスイマセンでした。もし
リベンジの機会があれば「次こそは皆様の資産形成に役立つ情報満
載のお話をさせて頂きたい！」との思いはあるのですが……。
また例え話とはいえ悪者としてお名前をお借りした皆様、大変ご

無礼を致しました。特にみんなのアイドルである佐々木様を「ばあ
さん」などとたわけた言い方をしてしまい誠に申し訳ございません
でした。猛省しております。今後は「さちみねえさん」とお慕い申し、
シモベとして御遣いさせて頂く所存でございますので何卒寛容に！
さて私もライオンズに入会して半年が経ち、アットホームな雰囲

気の中で暖かく見守って頂きながら徐々に活動が出来るようになっ
てまいりました。今後は更に自分のキャラクターを活かし積極的に
社会奉仕や地域に貢献して行きたいと思っています。今後ともよろ
しくお願いいたします。

会員スピーチ　

世界一受けたい授業
「株式編」

環境・社会奉仕委員会　L.加山恵司
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当日は中型バスを利用して朝 5時30分に松江を出発いたしました。10名の参加で車内は
後方をサロンにしてゆったりと宝塚まで移動です。当然、貸切バス・L.佐々木のキーワー
ドとなると車内が静かなわけございません。
今回はアルコールの量は控えめでしたが到着まで 4時間はあっという間に到着です。
阪神競馬場『さくらラウンジ』にて例会参加です。例会はお昼頃宝塚LCのご挨拶があっ

た以外はほとんど自由行動です。競馬場に初めてきましたが若い方や子どもを連れた家族、
カップルがたくさん来場していてイメージが違いました。場内はほんとうに綺麗で優雅な
気分で過ごすことができました。馬券の種類等勉強になりました。L.加山は勉強代が多少
多くかかったようです。
いい経験をさせていただきました。まだ参加していない方は今後機会があれば是非参加

ください。宝塚LCの皆様に感謝。
最後にPR担当として一年間皆様に原稿等ご協力いただきましたこと紙面をお借りして

御礼いたします。ありがとうございました。

宝塚LC第1273回（移動競馬）例会参加報告
○開催日／6月7日（土）　○場所／阪神競馬場『さくらラウンジ』

計
画・P
R
副
委
員
長

L.
二
宮
俊
雄

L.竹田（宏）、L.安達（盛）、L.永原、L.佐藤、L.松浦、L.石田、L.佐々木、L.加山、
L.太田（湖城）、L.二宮 以上　合計10名（順不同）

参加者（順不同）
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松江湖城LC50周年行事のゴルフコンペ
ゴ ル フ 部 会

第
二
副
会
長

L.
古
志
野
功

5月10日（土）
玉造温泉カンントリークラブ

5 月10日（土）に松江湖城LCの50周年行事のゴルフコンペが玉造温
泉カントリークラブで開催されました。我々松江LCからゴルフ部の
9名が参加し、当クラブのゴルフ部の定例コンペとあわせての大会と
なりました。
天候は風もなく最高。言い訳の出来無い絶好のコンディションの中、
いつものように、L.三原、L.永原と握手を交わし、L.鷦鷯・L.中尾と
の 3名のパーティーでスタートしました。
スタートホールのティーショットこそナイスショットだったのです
が、その後あまり調子が上がらず、ごらんのスコアに終わりました。
まとまりの悪いゴルフがかえって功を奏したのか、ハンディキャップ
に恵まれ優勝することができました。湖城の記念コンペの方では、順
位こそ下位に沈んでしまいましたが、飛び賞の50位に引っかかり、そ
ちらの方でも賞品を頂くことになりました。
共に他力の受賞でしたので、 6月の最終コンペでは本来の（？）実
力で優勝をもぎ取り、今年度の有終の美を飾れるようにがんばりたい
と思います。

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 古志野　　　功 46 50 96 24.0 72.0
2 三　原　良　樹 45 40 85 12.0 73.0
3 竹　内　房　雄 48 50 98 22.8 75.2
4 永　原　秀　治 43 47 90 14.4 75.6
5 持　田　幸　治 49 48 97 20.4 76.6
6 鷦　鷯　　　治 51 49 100 19.2 80.8
7 實　重　正　樹 60 55 115 28.8 86.2
8 瀬　﨑　　　剛 61 60 121 33.6 87.4
9 中　尾　禎　仁 73 58 131 36.0 95.0
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ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1391回例会 5月第 1例会 （出席率74.66％）

L.足立　守 皆様、60回年次大会ごくろ
うでした。ご協力ありがとうございました。
L.有田　律 年次大会の成功、おめでと
うございます。感動しました。
L.太田裕子 アワードを受賞されました皆
様、おめでとうございました。
L.柏井一博 年次大会、大変おつかれ
様でした。アワード受賞の皆様、おめで
とうございます。
L.河原守孝 次期竹田会長をはじめ、新
役員の皆様よろしくお願いします。
L.小林　悟 年次大会ご苦労様でした。
各種アワードをいただかれた方々、おめ
でとうございます。
L.近藤晶美 年次大会、お疲れ様でし
た。貴重な体験をさせていただき、感
謝申しあげます。
L.鷦鷯　治 年次大会お疲れ様でした。
L.佐々木幸美 336-D地区第60回年次
大会キャビネットの皆様、大会役員の皆
様本当にお疲れ様でした。多数のアワー
ド、おめでとうございます。
L.實重正樹 年次大会がメンバーの協力
のもと、成功したことに感謝します。今
月お誕生日を迎えられる4名の皆様、
おめでとうございます。
L.竹田　彰 第60回年次大会の成功、
おめでとうございます。松江LCの一員と
して、年次大会に参画させて頂いたこ
とに感謝です。
L.竹田宏一 アワード受賞をされた皆様、
おめでとうございます。年次大会晩餐会
終了後、皆様には二次会の各お店に足
を運んで頂きありがとうございました。
L.田中信行 年次大会の成功を祝して。
L.永江文枝 年次大会、本当に御苦労
様でした。すばらしい大会でしたね。
L.中尾禎仁 年次大会、みな様おつか
れ様でした。お誕生日をむかえられたみ
な様、おめでとうございます。
L.永原秀治 アワード受賞、おめでとうご
ざいました。また、年次大会、お疲れ
様でした。
L.二宮俊雄 地区年次大会、皆様おつ
かれさまでした。

L.原田瑞樹 国際会長より感謝状をいた
だきました。クラブの皆様、渡辺幹事の
お蔭です。ありがとうございました。
L.平野洋一 年次大会の成功、お目出と
うございました。各関係者の方、御苦
労様でした。
L.藤井祥一 各アワードを受賞された
方々のご苦労に感謝致します。
L.光森重義 
L.三原良樹 年次大会、皆様お疲れ様
でした‼ 誕生月の皆様、おめでとうご
ざいます。
L.森田義明 先日の年次大会前夜祭出
張パーティーも計画通りに施行することが
出来ました。ご協力ありがとうございました。
L.和田淳一 年次大会、無事に終り、会
員の皆様ご苦労さまでした。
L.渡辺　学 ガバナーズアワードをいただ
きありがとうございました。年次大会、
皆様大変おつかれ様でした。
L.安達盛二 初日の代議員会では、特に
視聴覚委員会の皆様には、いろいろご
尽力をいただき無事に終えることが出来
ました。担当局長として心より感謝致し
ます。各種アワードの受賞誠におめでと
うございました。
L.井谷耕造 アワードを頂きありがとうござ
いました。
L.大野美雄 国際会長賞をいただきまし
た。皆様の御力添の賜です。有難うご
ざいました。
L.古志野功 ガバナーズアワードを頂きあ
りがとうございました。地区年次大会も
無事終了し、キャビネットでの仕事もゴー
ルが見えてきてホッとしております。
L.塔村正樹 今月誕生日を迎えられた
方々おめでとうございます。障害者ス
ポーツ大会でお手伝いいただいた方々
ありがとうございました。感謝。
L.西尾清文 年次大会の成功を祝して、
お疲れ様でした。アワード受賞の皆様
おめでとうございました。
L.野口泰男 先の年次大会の席で国際
会長アワードを頂き、心より感謝申し上
げます。
L.野坂正史 年次大会、大変ご苦労様で
した。孫がピカピカの1年生になりました。

L.藤原茂紀 アワードを頂きましたので！ 
後藤会長あと3回楽しい挨拶期待しま
す。リカバリーする為に何をして欲しい
か教えて下さい。
L.松浦祐一 アワード頂かれました皆様
おめでとうございます。今月お誕生月の
皆様、おめでとうございます。
L.森山正雄 年次大会では坂根ガバナー
をはじめ皆様大変おつかれ様でした。
私は個人的につかれました。本日、所
用により早退いたします。
L.山﨑敏弘 年次大会で松浦LTにあっ
ぱれくん、しじみ姫の付き添いをしてい
ただきありがとうございました。ガバナー
感謝状ありがとうございます。
L.岸本義之 皆様年次大会ご苦労様で
した。アワード受賞の皆様おめでとうご
ざいます。
L.木村泰明 先般の年次大会において、
私の娘も微力ながら役立つことが出来、
また貴重な体験をさせていただき、本人
も光栄に思ったようです。当日は志をい
ただきありがとうございました。
L.門脇　泰 年次大会の成功おめでとう
ございます。私も仕事として前夜と式典
の映像中継と記録撮影をさせていただ
き、記念すべき大会に微力ながら協力
させていただきましたことに感謝致しま
す。ありがとうございました。
L.後藤　勇 アワードを受けられました皆
様おめでとうございます。数々のアワー
ドありがとうございました。
L.坪内浩一 ガバナーズアワードありがと
うございました。2014年度組織表発表
祝して。
L.坂根　勝 地区第60回年次大会を恙
無く盛会裡に終えることが出来ました。
ありがとうございました。
L.曳野敏彦 誕生祝ありがとうございました。
L.原　章博 誕生祝を頂きありがとうござ
いました。
L.吉金　隆 誕生をお祝い頂きありがとう
ございました。 4月生まれなので月遅れ
のドネーションとなりました。申し訳ありま
せん！ ちなみに原さんは5月5日で男の
子の日、私は4月4日でオカマの日だそ
うです。
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第1392回例会 5月第 2例会 （出席率72.00％）

L.小林　悟 10年在籍のアワードをいた
だき、ありがとうございました。写真と合
せ、ドネーション。
L.安達盛二 6 名の長期在籍者の皆様
には、アワード受賞おめでとうございま
す。今後益々のご活躍をご期待申し上
げます。加山さんには会員スピーチお
疲れ様でした。楽しいお話ありがとうご
ざいました。
L.太田裕子 加山様楽しい会員スピーチ
ありがとうございました。何度も登場され
たさちみばあさん、お疲れ様でした。
長期在籍10年のアワードを頂きありがと
うございました。
L.古志野功 長期在籍のアワードを授与
された方々、おめでとうございます。加
山さんのスピーチ、後半の部分もう少し
お聞きしたかったですネ。一年間の写
真をありがとうございます。
L.鷦鷯　治 加山恵司様のスピーチに感
謝して。長期在籍者表彰の方々、おめ
でとうございます。写真をたくさん頂き、
ありがとうございました。
L.竹田宏一 計画・PR委員会の皆様、
写真ありがとうございました。長期在籍
者表彰を受けられた皆様おめでとうござ
います。長生きして50年を目指して下さい。
L.塔村正樹 アワード受けられた方々、
おめでとうございました。加山さんの会
員スピーチに感謝。写真たくさんいただ
きました。感謝。
L.野坂正史 アワード受賞おめでとうござ
います。会員スピーチに感謝。写真あ
りがとうございました。
L.三代　操 加山様スピーチありがとうご
ざいました。写真ありがとうございました。
L.山﨑秀幸 加山様会員スピーチありが
とうございました。写真をいただきありが
とうございます。
L.渡辺　学 長期在籍者表彰をいただ
き、ありがとうございました。あっという
間の15年でした。
L.安達　亨 アワードの受賞の皆様おめ
でとうございます。加山様の会員スピー
チに感謝！ 
L.足立　守 長期在籍者の皆様の長期
に対して。とくに小林悟様、これからも
長くクラブのためにいて下さい。
L.有田　律 加山さんスピーチありがとう
ございました。株を買ってみたいと思い

ました。
L.池尻　悟 写真をいただきました。あり
がとうございます。
L.石田博義 二宮さん、写真ありがとうご
ざいます。加山さん、会員スピーチあり
がとうございました。
L.井谷耕造 写真を沢山ありがとうござい
ました。
L.岩本　徹 写真をいただきありがとうご
ざいました。早退の為加山様のスピー
チを聞けなく残念でした。
L.大野美雄 写真沢山に有難うございま
した。よい記念になりました。
L.柏井一博 加山様、楽しい会員スピー
チありがとうございます。写真ありがとう
ございます。
L.門脇　泰 長期在籍者表彰を受けられ
た皆様おめでとうございます。加山さんの
楽しくて為になる話ありがとうございました。
L.加山恵司 皆様スピーチを聞いて下
さってありがとうございました。
L.岸本義之 加山様すばらしいスピーチ
ありがとうございました。写真ありがとう
ございました。
L.木村泰明 加山さんのスピーチに感謝し
て。写真をいただきありがとうございました。
L.後藤　勇 写真ありがとうございました。
L.近藤晶美 写真をいただきありがとうご
ざいます。
L.坂根　勝 記念の写真をたくさんいた
だきました。良き想い出に、大切に保存
させて頂きます。長期在籍者の皆様お
めでとうございます。ご健勝ご多幸を祈
念いたします。
L.佐々木幸美 長期在籍者アワード受賞
の皆様、おめでとうございます。加山さ
んのスピーチでは、幸美ばあさんとして
多数出演させていただきました。（怒）
貸しにしときます。写真たくさんありがと
うございます。
L.佐藤　茂 長期在籍者の皆様、アワー
ドおめでとうございます。
L.實重正樹 写真を頂きました。レガッタ、
小学生バスケット大会、広島鯉城さんと
の懇親会などなど全部良い思い出で
す。ありがとうございました。
L.瀬﨑　剛 写真、ありがとうございます。
L.竹内祐子 本日はお先に失礼を致しま
す。大変申し訳ございません。又、写
真を頂きましてありがとうございます。年
次大会おつかれ様でした。貴重な体験
をさせていただき感謝申し上げます。

L.竹田　彰 長期在籍者表彰の皆様お
めでとうございます。加山さんのたいへ
ん分かりやすく、楽しい会員スピーチに
感謝。
L.富田秀則 加山様、ためになる会員ス
ピーチありがとうございます。写真ありが
とうございます。
L.永江文枝 孫達との思い出の写真をあ
りがとうございました。
L.中村　誠 L.加山の会員スピーチに感
謝して。写真いただきありがとうございま
した。
L.西尾清文 長期在籍表彰おめでとうご
ざいます。加山さん、スピーチありがと
うございました。
L.野口泰男 いろいろ想い出のある写真
をいただき、ありがとう御座居ました。
L.原　章博 写真をいただき、ありがとう
ございました。
L.曳野敏彦 写真ありがとうございました。
L.藤井祥一 L.加山の楽しくも参考になる
会員スピーチありがとうございました。
写真も頂きました。
L.藤原茂紀 二宮さん写真ありがとうござ
います。会長さん、紫雲丸事件は昭和
30年の出来事なので59年前です。私と
同い年なのでよく憶えています。49年前
ではありませんので悪しからず。
L.松浦祐一 写真頂きました。ありがとう
ございます。長期在籍でアワード受けら
れた皆様おめでとうございます。加山さ
んの会員スピーチ興味深かったです。
L.三原良樹 アワード受賞者の皆様おめ
でとうございます。写真、ありがとうござ
います。
L.森山正雄 L.加山の会員スピーチに感
謝して。PR委員会より写真いただきまし
た。ありがとうございます。
L.山﨑敏弘 写真頂きありがとうござい
ます。
L.山本勝己 加山さま、わかりやすくて楽
しいスピーチありがとうございました。写
真もありがとうございました。
L.山本美穂 写真ありがとうございまし
た。加山様スピーチ楽しく聞かせて頂き
ました。主人に内緒で投資しようかと思
いました。
L.吉金　隆 写真戴きました。ありがとう
ございます。
L.和田淳一 写真いただき、ありがとうご
ざいます。アワード受賞の皆様おめでと
うございます。
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（L.三原良樹）

【松江本社】　松江市浜乃木3丁目4-23
 　　TEL 0852-67-1960  

 　　FAX 0852-67-1980
【出雲支社】　出雲市天神町853C8
 　　TEL 0853-27-9960 
 　　FAX 0853-27-9980

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

■1F居酒屋 ●季節料理・おでん・松江の銘酒
●郷土料理・地産食材鍋物

●松江のうまいもん

●各種お弁当・折詰料理
■2F・3Fご宴会
■仕出し
■イベント出店事業

〒690-0848 島根県松江市苧町2
TEL 0852－21－5058  FAX 0852－21－8650

ごはち

（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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 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

今月の橋は、大橋川の最東部にかかる中海大橋。
橋長555m、勾配７％。「べた踏坂」で有名な江島大橋には負けますが、立

派な橋梁であることに間違いありません。500t級の船舶が航行できるよう
にする為港湾法に基づきこのような形状になったそうです。
写真の出来栄えはともかく、私の作品を採用してくださった計画・PR委員
会の皆様に深く感謝申し上げます。どなたか私に一眼レフをプレゼントして
頂けませんか？（冗談です。） （撮影者 L.池尻）

表紙の写真　「橋のある風景 12」

中海大橋

松江城 千鳥橋（撮影者 L. 門脇）

江島大橋（撮影者 L. 門脇）

京橋（撮影者 L. 二宮）

縁結び大橋（撮影者 L. 門脇）

宇賀橋（撮影者 L. 有田）

松江大橋（撮影者 L. 太田）

くにびき大橋（撮影者 L. 二宮）

宍道湖大橋（撮影者 L. 門脇）

普門院橋（撮影者 L. 二宮）

東京橋（撮影者 L. 門脇） 亀田橋（撮影者 L. 門脇）

表紙写真
ギャラリー
2013.7～2014.5 7

11

3

10

2

8

12

4

9

1

5

委員  L.太田委員長  L.門脇 副委員長  L.二宮 委員  L.有田 委員  L.池尻

この1年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。2013.7～2014.6　計画・PR委員会


