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『会長に就任以来』 

会長  寺岡  豊 

 

会長に就任以来、前半の６ヶ月は運営面、

事業面ともに大変過密なスケジュールを無

事遣り遂げたと、思っています。特に運営

面では宮口幹事は大変だったと思います

が、よくやってくれたと思います。 

 年が明けてあと半年、少し落着いてゆっく

りやって行こうと思った矢先に、病気が見

つかり、藤岡第一副会長、宮口幹事を始め

皆様に大変ご迷惑をかけ、本当に申し訳

ないと言う思いで一杯です。本来なら辞任

を考えなければならないところですが、メン

バーの皆様の友情に支えられ会長の職に

留まっています。新市ライオンズクラブが

組織として如何にしっかりしているかと言う

ことを改めて感じることが出来、大変うれし

く思います。色々と考える事はありますが、

会長職を十分にこなせていないので、書く

事が思いあたりませんので、お許しをお願

いします。何とか残り３ヶ月このままの体制

でよろしくお願いいたします。 

 

 

『皆様！お世話になりました。』 

幹事 宮口  泰彦 

 

前年の佐藤さんから「しゃんとせいよ」と

送り出されて、あれよあれよという間にあと

１ヶ月で終了する時期となりました。余すと

ころ２回の例会を残すのみであります。 

 振り返ってみると、とても頼りになる寺岡

会長にいつもいつもフォローしてもらって始

まった幹事という職。「あれ、どうなった？」

と聞かれて「すんません！」と答えることが

多かったのが現実でした。寺岡会長はどん

な時もきらりと光るライオンマンで、何を聞

いても答えが出るすばらしい存在でありま

した。「おまえを鍛えたる」という気持ちがひ

しひしと伝わってくるものの、それに対し付

いていくのがやっとの自分に寺岡会長も、

やきもきされたのではないかと反省至極で

す。 

その寺岡会長の語る思いは常に本物で、

新市の全メンバーが誇りをもって活動して

ゆくためのことをいつも考えている人でした。

メンバーが、いつまでも楽しく友情を分かち

合いながら共に手を取り合ってゆける・・た

めの秩序・・それが理念であり、それを導き

出してゆくのが時の会長職であり、幹事職

の役割であると教わりました。（寺岡会

長！間違っていたらごめんなさい） 

 最初の半年、こんなに有るのかというよう

なスケジュールもこなしていけば、いつの

間にやら時間は経つもので、気がつけば

忘年例会でした。その２次会の頃には寺岡
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さんの声がほとんど出なくなっていました。

(耳の悪い僕には特に・ ・ でした) 

「風邪に違いないから、病院にいってくれ」

という私に「悪い病気なら、いやじゃけぇ」と

引っ込み思案の寺岡会長。会長でもところ

どころ弱いところもあるんじゃなぁと思って

いた矢先、入院しなければならない病気で

あることがわかり大変なこととなりました。 

２月以降は、会長不在の数ヶ月・・・でも、

会長代行を務めていただいた第一副会長

の藤岡さんは皆さんご存知のとおりの寺岡

会長のポン友でしたので、やりやすかった

(笑)、また、こんなとき、メンバーの皆さん

が心配して声をかけていただき、助けてい

ただきました。委員長のみんなも、積極的

に動いてくれて有難かったです。 

 おかげでなんとか寺岡会長の掲げた事

業計画も完遂できる目途もたちました。 

残す例会、同好会遠征を楽しみ、願わくば

最終例会で会長が復帰し、一緒にライオン

ズロアーが出来たなら満足であります。 

幹事の席に座ってみて改めて思えたの

ですが、毎月２度の例会に楽しみに集まっ

てくる会員のみなさんが楽しく過ごせる場

を提供することで、うれしそうな笑顔が見ら

れるのですから、しんどいなんて言ってら

れませんね。 

岡田 LT、一色副 LT、槇本 TT、佐藤副

TT、高橋出席委員長、先納副委員長、毎

回早くから来てくれて、ほんとにスムーズに

例会が運営できました。ありがとうございま

した。 

清水君、次期の幹事がんばってね。大

変だけど、楽しいこといっぱいあるからね！ 

 

 

『1 年を振り返って』    

1Ｒ3Ｚ ＺＣ 

平 謙介

  

2011 年 4 月 22 日（金）福山ＮＣ  

1Ｒ新旧引継ぎ会。    

23 日（土）広島八丁堀ｼｬﾝﾃ  

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議。 

 5 月 11 日（水）広島八丁堀ｼｬﾝﾃ  

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議。 

次期会長･幹事･会計研修会 

14 日（土）く わ ぎ          

1Ｒ3Ｚ次期会長･幹事会 

27 日（金）福山ＮＣ  

1ＲＲ連絡準備会議 

7 月 15 日（金）ｱﾊﾟﾚﾙ組合会館  

福山新市ＬＣ、ＺＣ訪問例会 

16 日（土）広島八丁堀ｼｬﾝﾃ  

第一回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議  

    19 日（火）福山ＮＣ  

福山北ＬＣ、ＺＣ訪問例会 

21 日（木）ふくだ家  
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福山芦田ＬＣ、ＺＣ訪問例会 

26 日（火）福山ＮＣ  

福山ＬＣ主管、1Ｒ1Ｚｶﾞﾊﾞﾅｰ

公式訪問例会、第一回ｿﾞｰﾝﾚ

ﾍﾞﾙ 会員委員会 

8 月 2 日（火）尾道屋会館  

福山あいＬＣ、ＺＣ訪問例会 

    18 日（木）ｱﾙｾ          

福山松永ＬＣ主管、1Ｒ2Ｚｶﾞﾊﾞ 

ﾅｰ公式訪問例会 

26 日（金）福山ＮＣ  

第一回 1ＲＲ連絡会議 

9 月 2 日（金）福山ＮＣ  

福山新市ＬＣ主管、1Ｒ3Ｚｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ公式訪問例会、ｿﾞｰﾝ諮問

委員会  

   13 日（火）福山ＮＣ  

第二回ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会員委員会 

21 日（水）福山ＮＣ  

ﾏｲｸﾛｹﾗﾄ‐ﾑ購入の件 

 22 日（木）福山ＮＣ  

第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ選出会議 

30 日（金）新市ｸﾗｼｯｸＧＣ  

福山芦田ＬＣ35 周年記念ｺﾞﾙﾌ

大会 

10 月 8 日（土）福山ＮＣ  

第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ選出会議 

15 日（土）福山ＮＣ  

福山ＬＣ55 周年式典、懇親会 

   16 日（日）福山ＮＣ  

福山芦田ＬＣ35 周年式典、 

懇親会        

22 日（土）西部市民ｾﾝﾀｰ 

福山松永ＬＣ50 周年式典、 

松永ＣＣ  懇親会 

   29 日（土）新市ｸﾗｼｯｸＧＣ  

1Ｒ3Ｚ親善ｺﾞﾙﾌ大会 

11 月 3 日（木）岡山西ＣＣ  

福山北ＬＣ主催ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大  

会 

   10 日（木）ｱﾙｾ      

第三回ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会員委員会 

   ふくだ家  

第二回 3Ｚ諮問委員会 

12 日（土）有信ﾋﾞﾙ    

第二回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 

14 日（月）福山ＮＣ  

第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ選出会議 

26 日（土）福山ＮＣ    

   福山北ＬＣ20 周年式典、懇親会 

12 月 5 日（月）福山ＮＣ  

第二回 1ＲＲ連絡会議 

2012 年 2 月 25 日（土）有信ﾋﾞﾙ  

第三回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 

  3 月 9 日（金）福山ＮＣ  

第三回 3Ｚ諮問委員会 

     13 日（火）福山ＮＣ  

福山東ＬＣ35 周年式典、 

懇親会 

    14 日（水）福山ＮＣ  

第四回ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会員委員会 

4 月 15 日（日）ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ広島  

第 58 回 336-Ｃ地区年次大会 

26 日（木）福山ＮＣ  

第三回 1ＲＲ連絡会議 

（新旧役員引継会）   
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5 月 20 日（日）呉市総合体育館 

第 58 回複合地区年次大会 

    26 日（土）ｾﾝﾁｭﾘｰ 21 広島 

     第四回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 

印象に残った事     

① ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾞｱﾜｰﾄﾞ最優秀ｸﾗﾌﾞ賞を福山南

ＬＣが辞退した事。    

② 第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ選出が 1Ｒで出来な

かった事。 

③ 1Ｒ内で周年記念式典が５ｸﾗﾌﾞあり、特

に福山松永ＬＣの地元松永にこだわっ

た運営は見事だった。 

④ 1Ｒ3Ｚ内の４ｸﾗﾌﾞ、それぞれ「福山新

市：愛の献血」、「福山あい：あい音楽

祭」、「福山芦田：平和ﾎﾟｽﾀｰ」、「福山

北：薬物乱用ｾﾐﾅｰ」に代表される素晴

しいｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを行われたが、会員増強

4 名を達成された福山北ＬＣが優秀ｱｸﾃ

ｨﾋﾞﾃｨ賞を受賞された。 

⑤ 336-Ｃ地区での名誉顧問会議開催の

是非を問う議論があった。  

  

ｸﾗﾌﾞ会員の皆様のご指導、ご協力のお陰

で、1 年間大過なく乗り切ることが出来まし

た。改めて御礼を申し上げ、1 年間の活動

報告とさせていただきます。  

  

 

『次期会長を担うにあたり』 

次期会長 藤岡孝二 

 

 一昨年４月、クラブ人事のアクシデントに

より、突然第二副会長への要請を受ける

事となりました。当クラブは、５０年近くの永

きに亘って地域における確固たる活動基

盤を築いており、その伝統と功績に相応し

い運営を手懸けて参りたいと切に希うもの

でありますが、浅学菲才の身ゆえに些か

心もとなく思っていました。そのやさき、寺

岡会長の突然の病気療養に伴い会長代行

を２月より仰せつかる事となり、慌しい引継

ぎを余儀なくされている昨今です。 

 さて、次年度の会長スローガンですが、

“磨く感性” “感動の奉仕を”掲げさせてい

ただきました。「感動」という字はもともと論

語の教えだそうです。感動の間には「即」

が入っています。“感即同”という教えです。

感ずることは即ち動くことです。感じさせる

ことは即ち動かすことです。この感動を促

す源こそ「感性」です。感性を一言で言えば

「紛れも無い私です」感性が鈍い人間は私

が不鮮明です。私の生き方が不鮮明だか

ら人の生き方をも粗末にします。自分が自

分に生きていない人間は、人が人であるこ

とを大事にはしません。私なればこそ、彼

なればこそ、私が私で生きているからこそ、

人が人であることを大事にしたくなるものだ

と教えられたことがあります。 

 その感性という感動する力を甦らせるべ
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く、弛まず感性を磨き私共ライオンズクラブ

が掲げるモットーであるウイサーブに通ず

るものと確信しスローガンに掲げました。 

 会長をはじめとして各々の感性が鈍くな

ると、人が動かせません。感性が鈍くなる

と行動をしません。石を投げる時、この石

はどこに落ちるかと、落ちる場所だけを考

えるから石は投げられません。石がどこに

落ちるかは投げてみなければ分かりませ

ん。 

 思考というのは行動にブレーキをかけま

す。行動しないから何の証も生まれません。

禅の修業の中に「行ずれば証はそのうちに

あり」と言われております。行動したらその

証明は、その行動の中にあります。行ぜず

して証は得ることなし。行動しない人間に

何の証も生まれないし、生の証も無いそう

です。 

 故に、頭だけ磨き過ぎて行動が鈍ってし

まわないよう、メンバー各位との感動を共

有すべく感性を磨き研ぎ澄ましてゆく所存

です。掲げたスローガンの真逆にいる自身

に、奮起を促す為に敢えて掲げた感もあり

ますが、これからの１年間メンバー皆様方

の持てる感性を遺憾なく発揮して頂きまし

て、行動を共に出来ますことをお願い申し

上げます。 

 

 

『次期幹事就任』 

次期幹事 清水利彦 

 

もうすぐ創立５０年を迎える歴史と伝統の

ある福山新市ライオンズクラブに入会させ

ていただいて足かけ 8 年になろうとしており

ます。 

その間、いろんな委員会の委員長をさせ

ていただいたりテーマーをさせていただき

ましたが、幹事のお話をいただいた時は正

直驚きました。今までクラブ内で経験させ

ていただいたものより遥かに大きな経験値

が必要なのだろうな・・・私の様なものでも

務まるのだろうか・・・色々な迷いが有りま

したが「声をかけていただくうちが花」という

ことでお引き受けさせていただくことにいた

しました。 

大雑把で緻密な計画を立てることが苦

手、いわゆる行き当たりばったり的な性格

ですが皆様方のお知恵をお借りし、またご

指導を賜りながら藤岡（次期）会長スロー

ガン【磨く感性 感動の奉仕を】のもと、私

自身楽しんで活動をさせていただきたいと

思います。気付かぬ点、至らぬ点、多々あ

ろうかとは思います。重々、ご指導ご鞭撻
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のほどよろしくお願い致します。 

 

 

 

『一年を振り返って』 

             ＹＥ・教育国際委員会 

             委員長  下江 正泰 

 

早いもので、一年がすぎました。当初、こ

の委員会の委員長の話が来たときには、

はたして自分が務まるのだろうかと、正直

不安でいっぱいでした。本年度は、YE 留学

生の受け入れはありませんでしたが、フッ

トベースボール大会、少年野球大会、剣道

大会、新市駅伝、中央中音楽部等への協

賛をさせていただきました。そして当クラブ

にとって最も大きな事業のひとつでもある、

教育文化講演会に、田中雅美さん（スポー

ツキャスター・元競泳日本代表）をお招きし

て、講演をしていただきました。寺岡会長、

宮口幹事が、ある程度、話をつめていただ

いてはおりましたが、いざ会場の段取り、

ポスターの印刷、配布。チケットの配布とな

ると、なかなか良い勉強になりました。特に、

当日のクラブのメンバーの方々のご協力な

しでは、この事業は成功なしえなかったと

深く感謝いたしております。皆様に助けて

いただきながら、何とか終えることができま

した。一年間どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

『一年を振り返って』 

環境保全・安全福祉委員会 

委員長  石原 広一 

 

２０１１年度環境保全・安全福祉委員会の

委員長をさせていただきました。 

 年間の事業としては、８月７日（日）に備

後一宮吉備津神社（一宮さん）での清掃奉

仕（早朝例会）、９月１８日（日）・１９日（月）

に敬老会での米寿のお祝い、１０月１２日

（水）にハローズ戸手店駐車場での愛の献

血、１１月３日（木）にグランドゴルフ大会、

そして、平成２４年１月３０日（月）と２月６日

（月）には戸手小学校と新市小学校におい

て薬物乱用防止教室を開催しました。これ

らの事業それぞれにおいて、委員会メンバ

ーの方々や会員の皆様のご協力をいただ

くことができ、また、屋外の事業が多くあり



 7

ましたが、それぞれ天候にも恵まれて、な

んとか無事に事業を終えることができまし

た。 

 委員長をさせていただくのは今回が初め

てのことで、最初のうちは委員会の開催や

事業の準備の要領がわからず、寺岡会長

や宮口幹事に教えていただきながら委員

長の仕事を進めていきました。また、出原

正晴前年度委員長にも何かにつけてアド

バイスをいただきました。 

 １年を振り返って印象に残っている事業

は、愛の献血と薬物乱用教室です。愛の

献血では、４００ミリ献血の人数がなかなか

集まらず、みなさんにお願いしてお知り合

いの方に電話をしていただき、なんとか目

標人数を達成しました。また、薬物乱用教

室を実施する前に、打ち合わせ準備会を

行ないましたところ、多くの方に参加いただ

き、本番当日も心強く講師役を務めること

ができました。また、新市小学校の生徒さ

んからは、後日お礼の文書をいただき、こ

ちらのほうが恐縮してしまいました。 

 最後に、お世話になった方々にあらため

て感謝を申し上げて、２０１１年度環境保

全・安全福祉委員会の委員長の１年間の

事業報告とさせていただきます。 

 

 

 

『一年を振り返って』 

計画委員会 

委員長  星野 貴志 

 

私が、福山ライオンズクラブへ入会して、

約７年を迎えようとしています。 

今年度は、計画委員会の委員長の大役を

いただきました。 

寺岡 豊会長のもと精一杯努力しようと

決意したのを覚えています。 

が、しかしわからないことも多く諸先輩方の

助言やご協力を頂きながら 

何とか、終えることができそうです。その最

後の事業が最終同伴例会です。 

無事に終えることができる様準備を進めて

きました。 

司会はいつも緊張しますが、司会は、その

場の流れ雰囲気すべてを決めてしまう大

事な仕事だと思っておりますので、心して

最後の事業が無事終える様ご指導頂いた

諸先輩方のお気持ちを裏切らない様努め

たいと思います。 

最後のなりますが、メンバーの皆様これ
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からもご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

 

「恕而行之」 じょして之を行う 

            渡邉 和信 

 

 

 

 昨年８月より当クラブに温かく迎え入れて

頂き、更に短期間に多くの方々の知己を得

る事が出来ました事を、まず御礼申し上げ

ます。 

 故郷新市町は小学生から住み慣れた街

で、一昨年まで１５年間留守にしていたと

は言え、やはり以前と変わらぬ温情溢れる、

水と空気の美味しい所です。微力ですが皆

様方と一緒に奉仕活動に加えて頂ければ、

これに優るものはありません。 

 ７５年も前に書かれたJスタインベックの

小説「怒りの葡萄」での１シーン、干ばつと

砂塵で苦しめられた貧農家族がアメリカ中

部オクラホマ州から逃れるため、家財全部

を投げ打ってやっと２００㌦を手にし、その

僅かなお金の中から買ったおんぼろトラッ

クで、３０００キロ離れた豊かな新天地を夢

見て西海岸カリフォルニアを目指してい

た。    

主人公一家１３人を乗せた車が途中

のドライブインに立ち寄った時のこと、３０

センチほどの長さの四角いパンが１５セン

トで売られていた、ウエイトレスに「倹約の

ため１０セント分に切って売って欲しい」と

言った。厭な顔をされたが、それを見てい

たマスターが、「そのまま売ってやれ」と優

しく声をかけた。また子供二人がキャンデ

イーを欲しそうに見ていた時、「二つで５セ

ント」と言って売ってやった、本当は一つが

５セントだったが…。 

 表題の言葉は、今から２５００年前、秦の

始皇帝が中国を初めて統一する一時代前

の紀元前５００年頃に生きた孔子が、一番

弟子の子貢に問われて答えた一節です。 

「恕ジョ」とは「人の気持ちが分かるように

なること、相手の身になって思い・語り・行

動することができるようになること」、つまり

本当の思いやりと言われます。 

 恕は如（ごとし、女が人の言葉に従うこ

と）＋心（こころ）の会意文字ですが、仏教

で「如心（にょしん）」といえば、人の心が手

に取るように分かることを云います。紀元
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前４００年頃の釈迦も孔子と同じことを考え

ていたのかも知れません。我々凡人には

相手の心が手に取るように分かるなど、と

てもできる事ではありませんが少しでもそう

なりたいと考えます。 

 Ｗｅ ｓｅｒｖｅ！ 我々は奉仕する。 

今まで多くの人に助けられ、お世話になり

ここまで生きてきました。謙虚さと感謝と思

いやりの心をいつまでも持ち続けたいと思

います。 

 

 

新会員 

                 有木 康彦 

 

 

 

今年の３月に入会させていただきました

有木でございます。２月で還暦になりました。

私は宮内で有木株式会社という婦人服製

造販売を営んでおります。父の代より長年

子供服製造卸をしてまいりましたが、少子

化と流通機構の流れが大きく変わり、婦人

服に転換いたしました。今まで幾度かお誘

いいただきましたが、事業経営に自信がな

く、大変失礼をいたしました。 

このたび平謙介様のスポンサーをいた

だき、福山新市ライオンズクラブに入会さ

せていただくことになり、誠にありがとうご

ざいます。 

趣味は読書で、最近読んだ本で感銘を

受けたのは葉室麟氏の『蜩ノ記』です。そ

れ以来、葉室氏の著書を濫読しておりま

す。 

今まで青年会議所・商工会等々諸団体

に所属したこともありませんが、皆様にご

指導いただきながら一つ一つ勉強していき

たいと思っておりますので、よろしくお願い

致します。 

 

 

新会員 

畠山 直秀 

 

 

（株）コダマコーポレーション代表取締役 
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「弔   辞」 

 

謹んで、故宮原 良平様のご霊前に福

山新市ライオンズクラブを代表してお別れ

の言葉を申し上げます。 

宮原さんの突然の訃報に接し、会員一

同まことに残念でなりません。ご遺族の皆

様にお慰めする言葉もなく、皆様方のご心

情いかばかりかとお察し申し上げます。 

顧みますと、貴方は昭和３９年３月、創

立間もない新市ライオンズクラブに入会さ

れ、爾来、数々のライオンズクラブに於け

る要職に就かれ、昭和５２年から昭和５３

年第二副会長、昭和５５年から昭和５６年

理事を、昭和６０年から昭和６１年ＺＣＡとし

て、その職をよく全うされ今日に至るまで、

４７年間の永きにわたって在籍されました。 

また参加されました数々の奉仕活動は、

地域社会の文化向上に役立ち、しかも住

みよい郷土づくりの一助として、末永く足跡

を残すものと信じております。 

貴方は、クラブにおける奉仕活動はもち

ろん、親睦組織であるゴルフ委員会にも積

極的に参加されました。 

平成８年、貴方は体調の不良を機に終

身会員になられ、一線からひかれたとは申

せ、体調が許す限りは例会に出席され、他

の会員の模範となるお姿でした。 

私達は貴方の尊いご遺志を受け継ぎ、

更にライオニズムの高揚に勤めて参りたい

と思います。 

最後のお別れに臨み、生前の輝かしい

ご功績に感謝申し上げると共に、哀悼の意

を捧げ弔辞といたします。    合掌 

              

平成２４年１月１５日 

福山新市ライオンズクラブ 

           会長 寺岡  豊 

 

 

 

 

 

「弔   辞」 

如月の空なお寒く、巻吹く風現身に冷たき

本日 謹んで、故田邉克弘様のご霊前に

福山新市ライオンズクラブを代表してお別

れの言葉を申し上げます。 

田邉さんの突然の訃報に接し、会員一

同まことに残念でなりません。ご遺族の皆

様にお慰めする言葉もなく、皆様方のご心

情いかばかりかとお察し申し上げます。 
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顧みますと、貴方は昭和４１年１０月、新

市ライオンズクラブに入会され、爾来、

数々のライオンズクラブに於ける要職に就

かれ、昭和５３年から昭和５４年第１６代会

長、昭和６３年から昭和６４年ＺＣとして、そ

の職をよく全うされ今日に至るまで、４５年

間の永きにわたって在籍されました。 

貴方は、常に私事を顧みず献身的に地

域へ奉仕されてこられました。その功績は、

多くの人々の知るところでございます。参

加されました数々の奉仕活動は、地域社

会の文化向上に役立ち、しかも住みよい郷

土づくりの一助として、末永く足跡を残すも

のと信じております。 

貴方は、自ら先頭に立ち、常に微笑みを

たやさず、又、ある時は情熱を持って厳しく

ご指導を頂く場面もありました。その毅然と

したお姿は、人々の尊敬を集めてまいりま

した。まさにライオンと呼ばるるにふさわし

い貴方とお別れしなければならないとは、

誠に寂しく痛恨の極みであります。 

私達は貴方の尊いご遺志を受け継ぎ、

更にライオニズムの高揚に勤めて参りたい

と思います。 

最後のお別れに臨み、生前の輝かしい

ご功績に感謝申し上げると共に、哀悼の 

意を捧げ弔辞といたします。   合掌 

              

平成２４年２月１６日 

福山新市ライオンズクラブ 

会長 寺岡 豊 

 

 

１年間のアクティビティ 

 

７月 

・ダメゼッタイ国連支援へ送金。 

合計金額 20,000 円 

 

８月 

・早朝例会前、吉備津神社清掃奉仕。 

・ＬＣＩＦ１０００ドル１名送金。 

・ＬＣＩＦ２０ドル５９名送金。 

合計金額 179,940 円 

 

９月 

・フットベースボール大会開催。 

・網引学区敬老会米寿の３７名の方にお

祝い贈る。 

・新市学区敬老会米寿の３６名の方にお

祝い贈る。 

・戸手学区敬老会米寿の２３名の方にお

祝い贈る。 

・常金丸学区敬老会米寿の２３名の方

にお祝い贈る。 

合計金額 288,000 円 

 

１０月 

・愛の献血奉仕。 

400CC ２０３名 

・剣道大会助成金を贈る。 

・中央中学校オータムコンサートの助

成。 

        合計金額 154,020 円 
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１１月 

・第８回グランドゴルフ大会開催。 

・少年野球大会開催。 

・青少年健全育成講演会 

  講師に元オリンピック水泳選手  

 田中 雅美さんを迎える。 

      合計金額 946,790 円 

 

１２月 

・新市町内駅伝大会の後援。 

      合計金額 50,000 円 

 

１月 

・戸手小学校にて、薬物乱用防止 

 教室開催。 

合計金額 3,740 円 

 

２月 

・新市小学校にて、薬物乱用防止 

教室開催。 

・社会福祉協議会へ８万円寄贈。 

合計金額 83,080 円 

 

３月 

・ランドセルカバー２００枚贈る。 

合計金額 35,700 円 

 

５月 

・『愛と光と泉の箱』募金送金。 

・マイクロケラトーム購入金送金。 

合計金額 70,000 円 

  

 

 

 

 

編集後記 

         ＰＲ・ＩＴ・資金獲得委員会 

           委員長  石田 勝昭 

 

皆様におかれましては、一年間、様々な

アクティビティご苦労様でした。各アクティ

ビティの写真を撮ったつもりですが、撮れ

なかったものもあります事、ご容赦くださ

い。 

また、本年は、資金獲得事業といたしま

して、プリザーブト・フラワーを配らせてい

ただきました。スムーズな配布出来ました

こと、委員会のメンバーの皆様に深く感謝

いたします。ありがとうございました。 

会長をはじめ、Z.C、幹事、委員長、新会

員の方々のこの誌へのご寄稿、ご協力あ

りがとうございました。誌の発行で、皆様の

一年間の思いが、そして、次年度の会長、

幹事の意気込みが、お伝えできたと思いま

す。次年度も、皆様のお力添えで、楽しい

L.C ライフを送れるよう、頑張ります。どうも

ありがとうございました。 

 

 

合  計 労件  １２件  

金件  ２２件 

金額合計 1,831,270 円 








