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　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

00

8月21日　素盞嗚神社奉仕・早朝例会

9月13日　敬老会

9月11日　LC杯少女フットベースボール大会

10月12日　愛の献血

11月3日　LC杯少年野球大会

皆様に感謝　～一年間を振り返って～
会長　出原 正博

11月3日　LC杯
グラウンドゴルフ大会

10 月 21 日
親善ソフトボール大会
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　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

00

8月21日　素盞嗚神社奉仕・早朝例会

9月13日　敬老会

9月11日　LC杯少女フットベースボール大会

10月12日　愛の献血

11月3日　LC杯少年野球大会

皆様に感謝　～一年間を振り返って～
会長　出原 正博

11月3日　LC杯
グラウンドゴルフ大会

10 月 21 日
親善ソフトボール大会
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　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの
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8月21日　素盞嗚神社奉仕・早朝例会

9月13日　敬老会

9月11日　LC杯少女フットベースボール大会

10月12日　愛の献血

11月3日　LC杯少年野球大会

皆様に感謝　～一年間を振り返って～
会長　出原 正博

11月3日　LC杯
グラウンドゴルフ大会

10 月 21 日
親善ソフトボール大会
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　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの
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8月21日　素盞嗚神社奉仕・早朝例会

9月13日　敬老会

9月11日　LC杯少女フットベースボール大会

10月12日　愛の献血

11月3日　LC杯少年野球大会

皆様に感謝　～一年間を振り返って～
会長　出原 正博

11月3日　LC杯
グラウンドゴルフ大会

10 月 21 日
親善ソフトボール大会



　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委
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員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの
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　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委
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員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

幹事職是道場
幹事　槙本 克司

次年度に向けて
第一副会長　伊豆田 康博

2017～ 2018年度
　　　幹事を拝命するにあたり

次期幹事　児玉 芳典



　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市
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ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

よっぽどの縁があっての
                     あなたと私

会員委員会 委員長　佐藤 英之

一年を振り返って
環境保全・安全福祉委員会

 委員長　後藤 和弘

一年を振り返って
計画委員会 委員長　松葉 耕二

　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市
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ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

よっぽどの縁があっての
                     あなたと私

会員委員会 委員長　佐藤 英之

一年を振り返って
環境保全・安全福祉委員会

 委員長　後藤 和弘

一年を振り返って
計画委員会 委員長　松葉 耕二



　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市
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ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

よっぽどの縁があっての
                     あなたと私

会員委員会 委員長　佐藤 英之

一年を振り返って
環境保全・安全福祉委員会

 委員長　後藤 和弘

一年を振り返って
計画委員会 委員長　松葉 耕二

　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市
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ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて

おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

よっぽどの縁があっての
                     あなたと私
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環境保全・安全福祉委員会

 委員長　後藤 和弘

一年を振り返って
計画委員会 委員長　松葉 耕二



　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて
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おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

かの本質が少しだけ理解できました。事業の

運営や配達などで協力いただいた松下副委員

長をはじめとする委員会のメンバーや、焼酎

の確保に奔走いただいた寺岡豊さんに感謝申

し上げます。

　また、ＨＰの更新などでは出原慎之さんに例

年のごとくお世話になっております。ありがと

うございました。ＩＴ化の進む現代において今

後重要な事業になってくるようで、新たなシ

ステムも導入されると聞いておりますので、

今後が楽しみに感じております。

　最後に「固い絆　笑顔で奉仕」のスローガン

で一年間クラブを引っ張っていただいた出原

会長と、それを支えてこられた槙本幹事や各

委員会の委員長からの寄稿と、伊豆田次期会長

と児玉次期幹事、そして新入会員の皆様から

の寄稿を頂戴して作成する会報誌の編集にて

すべての事業が締めとなります。この一年間

の振り返りや、今後へ意気込みなどが会報誌

を通して多くの皆様にお届けできたなら幸い

です。

　重ね重ねになりますが、何かと不行き届き

なところも多々あり皆様にご迷惑おかけしま

したが、ご指導ご協力賜りまして、本当にあり

がとうございました。

一年を振り返って
YCE・教育国際委員会
 委員長　吉元 大裕

会報誌の編集を終えて
PR・IT 資金獲得委員会

 委員長　佐藤 大地



　「固い絆　笑顔で奉仕」をスローガンに、

この一年活動して参りました。

　会員委員会をはじめ、役員、メンバーの皆様

のご支援、ご協力のお蔭で、７月の第２回例会

では４名の新会員の入会式を行うことができ、

最終的には、６名の新会員の方にご入会頂き

ました。新会員の皆様には、今後、クラブでの

活躍を期待しております。

　アクティビティは、８月の素盞嗚神社の清掃

奉仕に始まり、９月には敬老の日のお祝い、９月

から１１月にかけては、福山新市ＬＣ杯を冠した

「少女フットベースボール大会」「少年野球大会」

「グラウンドゴルフ大会」等地元のスポーツ大会や

中央中学校のオータムコンサート等に協賛を

行いました。

　１０月には、「愛の献血」を実施しました。

３２０名の受付があり、そのうち２１９名の方

に献血のご協力を頂きました。

　薬物乱用防止教室は、１１月に中央中学校、

２月に新市小学校、戸手小学校で開催いたし

ました。中央中学校では、福山大学薬学部の

先生２名、学生１４名の皆さんに講師をお願

いし、全校生徒約４５０名を対象にセミナーを

開催いたしました。吉本新喜劇風の寸劇を中

心に、中学生も参加する質問コーナーを交え、

楽しく親しみやすいセミナーになり、好評を

得ました。小学校では、下川講師にＤＶＤを

使い、分かり易い説明をして頂き、生徒の皆

さんも薬物の怖さが十分理解できたと思います。

　１２月には、青少年健全育成事業として「舞の

海秀平氏」をお招きし、講演会を開催いたし

ました。「可能性への挑戦」をテーマに、普段

耳にすることのない裏話など楽しいお話をして

頂きました。同時に、講演会の会場で「国際

平和ポスター」を展示し、優秀作品の表彰式

も行いました。

　２月には、福山市社会福祉協議会へリクレー

ション用具を寄贈、３月には地元４小学校へ

ランドセルカバーを配布いたしました。

　役員、各委員長をはじめ、メンバーの皆様

のご支援、ご協力を頂き、お蔭様で計画通りに

アクティビティを実施することができました。

　今年度は、１Ｒ３Ｚの親善行事が「ソフト

ボール大会」「ゴルフ大会」「ボーリング大会」

とあり、ボーリング大会は当クラブがホスト

クラブとなり、開催いたしました。計画委員長

を始め委員会の皆様には、事前準備、当日の

運営等にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。

　福山芦田ライオンズクラブのＣ.Ｎ.４０周年、

福山北ライオンズクラブのＣ.Ｎ.２５周年の記

念式典もありました。親クラブの会長として、

大勢の皆様の前でご挨拶をさせて頂くという

貴重な経験もさせて頂きました。

　最後になりましたが、この一年間、クラブ

運営、アクティビティがスムースにできまし

たのも、槙本幹事を始め、役員ならびに各委

員長の皆様、メンバーの皆様、そして、事務

局の畝川さんのご支援、ご協力の賜物である

と、深く感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

　

　福山新市ライオンズクラブの幹事職を終え

ようとしています。昨年の３月の指名会、選挙会

からの活動を思うともう１年以上が経過して

いたのだという気持ちです。こんなに事務局

へ通ったこともありませんでした。そして

LIONS life を最優先にしたスケジュールの１

年間でした。出原会長のスローガン「固い絆

笑顔で奉仕」、モットーの「明るく、元気で、

楽しく」を心に刻み一つ一つ行事をクリアし

てまいりました。また出原会長の勇猛な面、

スピーディーで緻密な面、用意周到な面、穏

やかな面を身近で感じ取ることができました。

　理事会（１２回）、例会（２４回）、数多くの

アクティビティに際しましては、クラブメン

バーの皆様の絶大なる協力を頂き、また各委

員会のアクティビティへの対応は、各委員長、

各委員の方々のスピードのある対応に感心せ

ざるを得ませんでした。本当に力のあるメン

バーがそろったクラブだと改めて感心させら

れました。

　５月に次期クラブ三役会で竹原市へ訪問。

ボブ・コリューＬＣ国際会長のスローガン「次なる

山を目指して」、安田克樹ＬＣ国際協会３３６－Ｃ

地区ガバナースローガン「乗り越えて輝け育て」、

行動指針「謙譲と中庸」を知り、また会場最前

列のプロトコールによる各地区委員の並びを

見ているといよいよ新年度が始まるのだと改

めて感じました。

　１Ｒ３Ｚの行事では、会長幹事会（８回）、

地区ガバナー諮問委員会（３回）、地区ゾーン

レベル会員委員会（４回）、合同例会、１Ｒ３Ｚ

の親善ソフトボール大会（優勝）、ゴルフ大会

（団体３位）、ボーリング大会（団体最下位）、

愉快な仲間のゴルフ大会があり、その都度、

食事会、二次会等が開催され、強靭な体力(健

康管理 ) と俊敏な行動と時間管理が大変重要

であることが解りました。

　一年間通い続けた事務局では、畝川さんと

いつものメンバーが居られ、ＬＣの歴史や現状の

課題や疑問点を雑談の中で会話され、それが

アドバイスとなり次なる行事や活動の方向性

が明確になっていったように思います。

　ライオンズ活動を通じて多くの方々と出会う

機会を得ることができました。幹事という大役

を頂きました出原会長、役員の方々、委員長

をはじめメンバーの皆様、事務局の畝川さん

のご協力に大変感謝申し上げます。そして、

今年度副幹事としてサポート頂いた次期幹事の

児玉芳典新幹事へ襷を渡すべく引継を行って

まいりたいと思います。本当に一年間有難う

ございました。

　２０００年７月２１日、福山新市ライオンズク

ラブに入会させていただいて、早や１７年が

過ぎました。つい３年前までは、毎年駐車場

係でしたので、福山新市ライオンズクラブの

中では、まだまだ若手だと思っていた私が、

次年度は、会長という大役をお引き受けする

事になりました。責任の重さに押し潰されそ

うになりながらも、「なんとかやってやる！」

と思いながら、次年度に向けての準備に励ん

でおります。

　次年度の準備をする中で、次年度の理事を

お願いしている役員の皆さんや、次年度の現場

を仕切っていただく各委員長さんたちと打ち

合わせをして行くのですが、皆さん、大変協力

的で、素晴らしいメンバーの方たちばかりな

ので、あらためて、福山新市ライオンズクラブ

の素晴らしさを実感している今日この頃であ

ります。

　さて、次年度の会長スローガンですが、「謙虚な

気持ちで継続奉仕」とさせていただきました。

なぜこのようなスローガンにしたかと申しま

すと、アクティビティの実施や、地域の皆さん

と接する際、まずは、我々メンバーが、おごり・

高ぶることなく、「謙虚な気持ち」を持って、

継続して奉仕し続ける事によって、我々の奉仕を

受け取っていただく地域の皆さんも、本当の

気持ちで「ありがとう！」と思っていただける

のではないか？

　また、我々、奉仕する側としても、地域の皆さ

んが、本当の気持ちで「ありがとう！」と思って

いただけていると感じることで、さらに地域

の皆さんに喜んでいただける奉仕を考え、そ

れを実行していく・・・・・！

　そのような、「奉仕する側・奉仕を受け取る

側、共にウィン・ウィンの関係であり続けた

い。」との思いから、このようなスローガンに

させていただきました。

　これからの一年間、児玉幹事としっかりタッ

グを組んで、一生懸命頑張ってまいります。

メンバー皆さんの御協力をよろしくお願い致

します。

　
　次年度幹事と言う大役を任命されました

児玉芳典です。２０１２年度７月より福山新市

ライオンズクラブに入会させて頂き、早いもの

で５年が経過しようとしてます。入会２年目に

ＹＣＥ教育国際委員会の委員長、４年目にテー

ルツイスター、５年目に副幹事と色々な役職

を経験させて頂き、次年度は、少しゆっくり出

来るかと思っていた矢先に幹事の打診があり

ました。入会して以来、幹事の大変多忙な姿

をこの目で見てきているだけに、果たして自

分に幹事職を全うする事が出来るのかと思い、

不安で少し考えさせられる面もありました。

しかしながら、せっかく声をかけて頂いたの

だから断ることはしないで、声がかかるうちが

花だと思いお受けする事にしました。伝統と

歴史のある福山新市ライオンズクラブの幹事

を拝命するにあたり、諸先輩方が築かれてき

ましたメンバーとの絆、友情を大切にし、クラ

ブ内をより一層盛り上げて行きたいと思って

おります。まだまだ、経験不足で未熟な私で

はありますが、自分の出来る事を精一杯、誠

心誠意、取り組んで行く所存です。メンバー

の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけ

すると思いますが、ご指導の程をよろしくお

願い致します。

　福山新市ライオンズクラブのすばらしさは、

ひとつひとつ、一歩一歩、歴史を積み上げて

こられた先輩方とそれを見習い出来る素直な

新しいメンバーのつくる年輪であろうと思います。

　当クラブでは、会員委員会は３年間在籍し、

３年目に委員長として新入会員の勧誘に当た

ります。入会以来、多くの先輩の優しさ、仲間

との楽しい時間をすごさせていただいており

ます私は、この感動にも似た貴重な時間を

一緒に精進出来る新しいメンバー３名(チャレ

ンジ５名 ) の入会を目標に揚げ活動しました。

運にも恵まれ７月に藤本さん、馬屋原さん、

鎌倉さん、向井さん、９月に内田さん、今年４月

に定宗さんの入会式が無事完了しました。

これも一重に皆様のご協力の賜物であります。

ありがとうございました。

　それと委員長の役割として、新入会員への

フォローアップも大切です。ストレート一本

で（ボール球ばかりですが）生きてきた私には、

カーブやフォークはなかなか投げることが出

来ず一番苦手なところです。そこは、スーパー

リリーフ清水副委員長、棗田委員におまかせ

です。また、ゾーンレベル会員委員会への出

席は、当クラブがいかに優れた組織であるか

を確認出来る場であり、改めて福山新市ライ

オンズクラに在籍していることを誇りに思い

ました。

　最後に”よっぽどの縁があっての皆様と私 ”

です。本年度、出原正博会長のスローガンに

もありますよう「固い絆」で一層結ばれますこ

とを祈念し、皆様の一年間のご協力に感謝

しつつ、委員長としての所感に代えさせて

頂きます。

　本年度は出原会長の下、計画委員長を仰せ

つかりました。出原会長、槙本幹事長、計画

委員の皆様には、ご尽力頂き感謝の念でいっ

ぱいです。

　１１月の１Ｒ３Ｚ親善ソフトボール大会は、

初出場ながらも逆転し決勝戦まで勝ち進み、

見事優勝することができました。選手の皆様

また応援の方々大変ご苦労様でした。

　１２月の同伴忘年会におきましては、アトラ

クションとして福山バレエアカデミーの生徒

さん達の演舞を楽しんで頂きました。優雅さ

と若さは素晴らしい反面、企画しました私の

イメージとは違うとのお言葉を、皆様から頂

きました。

　２月の１Ｒ３Ｚ親善ボウリング大会では、個

人・団体とも良い結果が出せませんでしたが、

参加者の皆様方には、度重なる行事の中ご尽

力いただき無事開催できました。ありがとう

ございました。

　近年入会者の皆様の５分間スピーチにおき

ましては、発表者の方々への連絡が遅れた事、

深くお詫び申し上げます。

　人前で話すことは慣れておられる方々ばか

りですが５分間というのは難しいものですね。

　まだ、最終例会が残っておりますが、ピアノ

名曲コンサートをご用意させて頂いております。

お楽しみください。

　一年間ご協力ありがとうございました。

　一年間委員長と言う大役を無事行う事が出

来ました。出原会長・槙本幹事・篠原副会長・

桑木担当理事・畠山副委員長と委員会の皆様

に心より御礼を申し上げます。

　私は委員長を受ける前年に松葉委員長の元

で同じ委員会の副委員長を務めさせて頂いて
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おりましたので事業の内容は分かっているつ

もりでおりました。

　何とかなるだろうと言う楽観的な気持ちで

おりましたが、本格的に年度が始まりますと

毎月の様にありますアクティビティに頭がつ

いていかなくなる場面も数多くありました。

準備不足の箇所、配慮不足の所を委員会で色々

と御指摘頂きました御蔭で何とか無事に乗り

切る事が出来ました。入会以来一番充実した

ライオンズライフを過ごす事ができたと思っ

ています。

　素盞嗚神社の清掃奉仕と愛の献血運動では

会員の皆様全員に大変お世話になりまして有

難うございました。献血実績も昨年同数の人

数までできました。グランドゴルフ大会、

社会福祉協議会への寄贈ランドセルカバーの

寄贈も、前年度の松葉さんの御助力も頂き無事

終了出来ました。

　最も力をつぎ込んだ事業は中学校の全校生

徒を対象にした薬物乱用防止教室でした。福

山大学薬学部の教授２名と生徒さん１４名に

御助力頂きまして吉本新喜劇風の寸劇を交え

たセミナーを行いました。セミナー後の生徒

さんの反応も大変良く、薬物乱用の恐ろしさ

が良く伝わったのではと思っています。

　小学生対象の教室は下川さんに講師を御願

いし優しく分かり易く教えて頂きました。校

長先生からも大変感謝されました。

　色々な方々の名前を出しましたが、全ての

事業に力と知恵を貸して頂きました委員会の

皆様の協力があったからこその１年間です。

　この経験を生かし今後は委員長さんに極力

協力して恩返しをして行こうと考えており

ます。

　ＹＣＥ･国際教育委員会の委員長をさせてい

ただき、振り返れば非常に忙しい委員会であ

りましたが、委員会メンバーは勿論の事、多く

の会員の皆様に支えられてこの１年を終える

ことができました事をお礼申し上げます。

　今年の委員会でＹＣＥの受け入れはありませ

んでしたが、ＬＣ杯少女フットベースボール大会

への協賛、新市町交流剣道大会への協賛、中央

中音楽部オータムコンサートへの協賛、ＬＣ杯

少年野球大会協賛、教育講演会、新市町駅伝

協賛、国際平和ポスター、新市中央カップバ

スケ大会への協賛と多くのアクティビティー

を担当させていただきました。

　その中でも国際平和ポスターでは何度も各

小学校へ伺って打合せを重ね、子供たちの平

和への思いのこもった素晴らしいポスターを

作成していただきましたし、教育講演会では

舞の海様が講師ということで反響もあり、多く

の地域の方にご来場頂きました。こうしたア

クティビティーの忙しさに比例して充実感を

感じることができ、私にとって本当に良い経験

をさせていただいたと心より感謝しております。

　この役職によって培うことのできた知識や

新たな人との結びつきを大切にし、今後のラ

イオンズ活動に励んでいきたいと思いますの

で、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。一年間どうもありがとうござ

いました。

　

　福山新市ライオンズクラブに入会して、出原

会長より初めて委員長の大役を仰せつかり、

右も左もわからぬ中で諸先輩方にご指導ご協

力を賜り、一年間を成長させてもらいながら

活動できました。

　資金獲得事業では委員会メンバーの諸先輩

からさまざまなご意見、アドバイスをいただき、

熊本地震からの九州の復興を応援する目的も

踏まえ、焼酎を選ばせていただきました。その

際教えていただいた、事業の意義や過去の事

例などは、経験の乏しい私にとってクラブの

歴史を学んだり、なぜこういう事業をするの

かの本質が少しだけ理解できました。事業の

運営や配達などで協力いただいた松下副委員

長をはじめとする委員会のメンバーや、焼酎

の確保に奔走いただいた寺岡豊さんに感謝申

し上げます。

　また、ＨＰの更新などでは出原慎之さんに例

年のごとくお世話になっております。ありがと

うございました。ＩＴ化の進む現代において今

後重要な事業になってくるようで、新たなシ

ステムも導入されると聞いておりますので、

今後が楽しみに感じております。

　最後に「固い絆　笑顔で奉仕」のスローガン

で一年間クラブを引っ張っていただいた出原

会長と、それを支えてこられた槙本幹事や各

委員会の委員長からの寄稿と、伊豆田次期会長

と児玉次期幹事、そして新入会員の皆様から

の寄稿を頂戴して作成する会報誌の編集にて

すべての事業が締めとなります。この一年間

の振り返りや、今後へ意気込みなどが会報誌

を通して多くの皆様にお届けできたなら幸い

です。

　重ね重ねになりますが、何かと不行き届き

なところも多々あり皆様にご迷惑おかけしま

したが、ご指導ご協力賜りまして、本当にあり

がとうございました。

一年を振り返って
YCE・教育国際委員会
 委員長　吉元 大裕

会報誌の編集を終えて
PR・IT 資金獲得委員会

 委員長　佐藤 大地
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れからは、更に積極的に行動し、一日でも早く一

人前の会員になるように頑張ります。少しぬけ

てる私でご迷惑をおかけする事も多々あると思

いますが、人生のラストスパートと思い、少しで

も地域社会に貢献出来るよう精進いたしますの

で、今後共末永くご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。

鎌倉 英治
株式会社 鎌倉
代表取締役

　鯉のぼりが泳ぐすがすがしい季節となりました。

日本の美しい文化である、鯉のぼりのある原風

景も、懐かしさを覚える風景も、次第に見られな

くなる様な気がします。

　時代が変われば環境も変わっていきます。これ

からも様々な分野で変化して行くと思いますが、

柔軟に対応出来る様になりたいと思います。昨年

の７月に佐藤英之さんのスポンサーで、伝統と

栄光の福山新市ライオンズクラブに入会させて

いただきました鎌倉英治です。身の引き締まる

思いです。父も長い間お世話になりました。

　私は、府中市中須町で㈱鎌倉と言う繊維会社を

営んでおります。このご時世ハードスケジュール

の中を、二足の草鞋で大丈夫？？と不安もありま

したが、今まで地元の消防団を始め多くの団体

や、まちづくり・小中ＰＴＡ活動等、異業種や年

齢差の方々と活動を共にさせていただき、様々

な経験をすることが出来ました。今回も折角皆

様から何度も声を掛けて下さるなら、行動する事

でその先が開けると、５０代の第一歩を踏み出し

ました。

　早速、環境保全・安全福祉委員会で諸先輩の

指導や支援をいただきながら、ライオンズの精神

にそって活動する経験をしました。ゴルフは不得

手で全然駄目ですが、地域のバレーボールで時々

汗を流したり、末娘が部活でバレーボールをし

ていますので、練習や試合での指導と観戦が唯

一のストレス解消となっています。

　新年度は、ＹＣＥ・教育国際委員会副委員長に

指名頂きました。尾多賀委員長をサポートし、

スムーズな委員会運営が出来る様頑張ります。

多くの出会いから刺激を受け、自己啓発するチャ

ンスと捉え、実り多い時間を生み出す事を目指

すと共に、さらに挑戦し続けられるような自分で

ありたいと思っています。

　感動・感謝・思いやり

定宗 秀明
株式会社 広島銀行
新市支店 支店長

　この度、伝統ある福山新市ライオンズクラブに

入会させていただきました、今年開設１００周年

となります、㈱広島銀行新市支店の定宗でござ

います。

　自己紹介の時に、いつもお話しておりますが、

私は３度目の備後での勤務であり、また福山新市

ライオンズクラブのメンバーの方の中に府中支店、

駅家支店でお世話になった方がおられ、懐かし

さとともにまさに第二の故郷に帰ってきたと感

じております。とは言え今回初対面の方がほと

んどであり、私という人間を少しでも知っていた

だくため、今私がはまっていることをお伝えします。

　私は学生時代将棋部へ所属していたこともあり、

上手とは言えませんが、昔から将棋が大好きで、

特に羽生善治先生のファンであります。まさに

子供の頃の夢を実現させている羽生先生と１４歳

の天才藤井４段の今後の戦いに注目しております。

　また、趣味と言える程ではありませんが、単

新会員
紹介
新会員
紹介

内田 芳嗣
内田コーポレーション
代表

　この度、福山新市ライオンズクラブに入会さ

せて頂きまして、ありがとうございます。

　私は、緑豊かな芦田町で生まれ育ちました。

現在の私を育てて頂いた地域に少しでもお役に

立つよう、不動産賃貸業と塾経営をさせて頂き

つつ日々精進させて頂いております。

　近年の日本は自然災害に見舞われ、多くの方々

が避難生活を余技なくされております。クラブ

会員の活動を通して、できることを一生懸命さ

せて頂きたいと思っております。

　趣味はゴルフともちろんカープ観戦です。ゴ

ルフは上手ではありませんがそろそろ頑張りた

いので誘って頂ければうれしいです。

　入会して身の引き締まる思いですが、日々感謝

と初心を忘れず先輩方の活発で楽しい活動を見

習い頑張って参ります。至らぬ点もあると思い

ますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

馬屋原 知弘
有限会社 ロマーノ
代表取締役

　昨年７月、出原正博会長さんをスポンサーに、

伝統ある新市ライオンズクラブに入会させて頂き

早や一年が経とうとしています。入会にあたっ

ては、私のような者がはたしてライオンズで務

まるのかと非常に不安でしたが、理事の藤岡さ

んが勧誘に来られた時に、「良い縁は大切にしな

くては」とおっしゃられた言葉に心を動かされ

入会を決心しました。

　私は、脱サラで全くゼロからのスタートで

ロマーノを開店しました。今年の４月で何とか

２０周年を迎える事が出来ましたのも妻を始め、

たくさんの方々の良い縁に恵まれたおかげだと

改めて感じています。今までの良い縁を大切に

し、今後は皆様方のように人様に良い縁を与え

られるような人になり、更に地域社会に少しで

も貢献出来ればと思っております。

　最初の頃は、緊張で例会の食事も喉を通らな

いような状態でしたが、献血や薬物乱用防止講

座及び、小中学校の薬物乱用防止教室などの活

動に積極的に参加しまして、ライオンズの活動

の意義が少しずつ理解出来るようになりました。

年明けの新会員育成セミナーでは進んでグルー

プ代表として発表し、心地良い達成感を感じま

した。その後の５分間スピーチでは現在思って

る事を素直に話す事が出来、更に自信がつきま

した。やはりライオンズでは、自ら積極的に進ん

でアクションを起こさないと何も始まらない事

を強く感じました。それからはより積極的に先

輩会員の方にも接し、お話、考え方、行動、心構

えなどを学ばせて頂いております。皆さんに温

かく受け入れて頂き深く感謝しております。こ

身赴任時代より、百田尚樹先生の「永遠の０」他

話題となった小説を読むようになりました。特

に同年齢で元銀行員の池井戸潤先生が書かれた

本は、ほぼ全て読破致しました。池井戸先生が

書かれる本の中には、必ず「良い銀行員」と「悪

い銀行員」が描かれており、あるべき姿を学ん

でおります。これから新刊やドラマ化、映画化も

予定されており、楽しみにしております。

　最後になりますが、慣れない面が多く、皆様

にご迷惑をおかけすることもあると思いますが、

いろいろな活動に積極的に参加するとともに、

「We Serve」をモットーに、誠実かつ謙虚に奉仕

の精神を学んで参りますので、今後ともご指導

の程よろしくお願い致します。

藤本 貴也
有限会社 ヤングメンズ
代表取締役

　昨年７月に入会させていただきました藤本貴也

です。昭和３４年１０月生まれの５７歳です。

生まれは福山市野上町で両親は鮮魚店をしてい

ました。家族は妻と娘と息子の４人家族です。

現在は千田町で生活しています。

　入会して早１０ヵ月が過ぎようとしていますが、

まだまだよくわからない状態で参加させていた

だいています。入会前にはライオンズの存在は

知っていましたが、何をする団体なのかよく解り

ませんでした。何度かお誘いをいただいて入会

させていただきました。最初はかなり不安でし

たが、同じ日に４人の新会員の方が居られたので、

心強かったです。

　会員の方々も年齢も職業もいろんな方々がお

られ、最初は話しにくいのかと思っていましたが、

皆様話しやすく、仕事の話とか趣味の話をして

くださって楽しく参加させていただいています。

　活動も地域の奉仕活動がメインで、今まで出

来なかった奉仕活動にも参加させていただいて

います。今まで個人での奉仕活動に対しては、

少し恥ずかしいところがあったのですが、ライ

オンズの活動として参加する事に対しては進ん

で出来そうな気がしています。

　地域の為に奉仕活動をすると同時に、家庭や

社会の為に、今後自分が何をすべきかを考えて

活動して行きたいと思っています。

　今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申し上げます。

向井 隆通
株式会社 中国銀行
新市支店 支店長

　昨年７月に福山新市ライオンズクラブに入会

させて頂きました向井でございます。

　私の勤務している銀行では、地域社会に貢献

するという理念の下、産学官金の連携を強化し

ながら、創業・新事業支援、事業承継支援、

成長分野の育成支援など本業を通じた地域貢献

のほか、スポーツ・文化支援など本業を超えた

分野においても幅広く社会貢献に取組んでいる

ところです。

　これらの銀行の取組みは、ライオンズクラブ

の社会奉仕活動に通じるものがあると感じてい

ます。伝統ある福山新市ライオンズクラブに入

会させていただき、私個人としても人間として

幅を広げて成長していく良い機会を与えていた

だいたと感謝しています。

　微力ながら、皆様と共に奉仕活動に精一杯務

めてまいりますので、今後とも、ご指導ご鞭撻の

程、よろしくお願い申し上げます。
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れからは、更に積極的に行動し、一日でも早く一

人前の会員になるように頑張ります。少しぬけ
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も地域社会に貢献出来るよう精進いたしますの

で、今後共末永くご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。

鎌倉 英治
株式会社 鎌倉
代表取締役

　鯉のぼりが泳ぐすがすがしい季節となりました。

日本の美しい文化である、鯉のぼりのある原風

景も、懐かしさを覚える風景も、次第に見られな

くなる様な気がします。

　時代が変われば環境も変わっていきます。これ

からも様々な分野で変化して行くと思いますが、

柔軟に対応出来る様になりたいと思います。昨年

の７月に佐藤英之さんのスポンサーで、伝統と

栄光の福山新市ライオンズクラブに入会させて

いただきました鎌倉英治です。身の引き締まる

思いです。父も長い間お世話になりました。

　私は、府中市中須町で㈱鎌倉と言う繊維会社を

営んでおります。このご時世ハードスケジュール

の中を、二足の草鞋で大丈夫？？と不安もありま

したが、今まで地元の消防団を始め多くの団体

や、まちづくり・小中ＰＴＡ活動等、異業種や年

齢差の方々と活動を共にさせていただき、様々

な経験をすることが出来ました。今回も折角皆

様から何度も声を掛けて下さるなら、行動する事

でその先が開けると、５０代の第一歩を踏み出し

ました。

　早速、環境保全・安全福祉委員会で諸先輩の

指導や支援をいただきながら、ライオンズの精神

にそって活動する経験をしました。ゴルフは不得

手で全然駄目ですが、地域のバレーボールで時々

汗を流したり、末娘が部活でバレーボールをし

ていますので、練習や試合での指導と観戦が唯

一のストレス解消となっています。

　新年度は、ＹＣＥ・教育国際委員会副委員長に

指名頂きました。尾多賀委員長をサポートし、

スムーズな委員会運営が出来る様頑張ります。

多くの出会いから刺激を受け、自己啓発するチャ

ンスと捉え、実り多い時間を生み出す事を目指

すと共に、さらに挑戦し続けられるような自分で

ありたいと思っています。

　感動・感謝・思いやり

定宗 秀明
株式会社 広島銀行
新市支店 支店長

　この度、伝統ある福山新市ライオンズクラブに

入会させていただきました、今年開設１００周年

となります、㈱広島銀行新市支店の定宗でござ

います。

　自己紹介の時に、いつもお話しておりますが、

私は３度目の備後での勤務であり、また福山新市

ライオンズクラブのメンバーの方の中に府中支店、

駅家支店でお世話になった方がおられ、懐かし

さとともにまさに第二の故郷に帰ってきたと感

じております。とは言え今回初対面の方がほと

んどであり、私という人間を少しでも知っていた

だくため、今私がはまっていることをお伝えします。

　私は学生時代将棋部へ所属していたこともあり、

上手とは言えませんが、昔から将棋が大好きで、

特に羽生善治先生のファンであります。まさに

子供の頃の夢を実現させている羽生先生と１４歳

の天才藤井４段の今後の戦いに注目しております。

　また、趣味と言える程ではありませんが、単

新会員
紹介
新会員
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内田 芳嗣
内田コーポレーション
代表

　この度、福山新市ライオンズクラブに入会さ

せて頂きまして、ありがとうございます。

　私は、緑豊かな芦田町で生まれ育ちました。

現在の私を育てて頂いた地域に少しでもお役に

立つよう、不動産賃貸業と塾経営をさせて頂き

つつ日々精進させて頂いております。

　近年の日本は自然災害に見舞われ、多くの方々

が避難生活を余技なくされております。クラブ

会員の活動を通して、できることを一生懸命さ

せて頂きたいと思っております。

　趣味はゴルフともちろんカープ観戦です。ゴ

ルフは上手ではありませんがそろそろ頑張りた

いので誘って頂ければうれしいです。

　入会して身の引き締まる思いですが、日々感謝

と初心を忘れず先輩方の活発で楽しい活動を見

習い頑張って参ります。至らぬ点もあると思い

ますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

馬屋原 知弘
有限会社 ロマーノ
代表取締役

　昨年７月、出原正博会長さんをスポンサーに、

伝統ある新市ライオンズクラブに入会させて頂き

早や一年が経とうとしています。入会にあたっ

ては、私のような者がはたしてライオンズで務

まるのかと非常に不安でしたが、理事の藤岡さ

んが勧誘に来られた時に、「良い縁は大切にしな

くては」とおっしゃられた言葉に心を動かされ

入会を決心しました。

　私は、脱サラで全くゼロからのスタートで

ロマーノを開店しました。今年の４月で何とか

２０周年を迎える事が出来ましたのも妻を始め、

たくさんの方々の良い縁に恵まれたおかげだと

改めて感じています。今までの良い縁を大切に

し、今後は皆様方のように人様に良い縁を与え

られるような人になり、更に地域社会に少しで

も貢献出来ればと思っております。

　最初の頃は、緊張で例会の食事も喉を通らな

いような状態でしたが、献血や薬物乱用防止講

座及び、小中学校の薬物乱用防止教室などの活

動に積極的に参加しまして、ライオンズの活動

の意義が少しずつ理解出来るようになりました。

年明けの新会員育成セミナーでは進んでグルー

プ代表として発表し、心地良い達成感を感じま

した。その後の５分間スピーチでは現在思って

る事を素直に話す事が出来、更に自信がつきま

した。やはりライオンズでは、自ら積極的に進ん

でアクションを起こさないと何も始まらない事

を強く感じました。それからはより積極的に先

輩会員の方にも接し、お話、考え方、行動、心構

えなどを学ばせて頂いております。皆さんに温

かく受け入れて頂き深く感謝しております。こ

身赴任時代より、百田尚樹先生の「永遠の０」他

話題となった小説を読むようになりました。特

に同年齢で元銀行員の池井戸潤先生が書かれた

本は、ほぼ全て読破致しました。池井戸先生が

書かれる本の中には、必ず「良い銀行員」と「悪

い銀行員」が描かれており、あるべき姿を学ん

でおります。これから新刊やドラマ化、映画化も

予定されており、楽しみにしております。

　最後になりますが、慣れない面が多く、皆様

にご迷惑をおかけすることもあると思いますが、

いろいろな活動に積極的に参加するとともに、

「We Serve」をモットーに、誠実かつ謙虚に奉仕

の精神を学んで参りますので、今後ともご指導

の程よろしくお願い致します。

藤本 貴也
有限会社 ヤングメンズ
代表取締役

　昨年７月に入会させていただきました藤本貴也

です。昭和３４年１０月生まれの５７歳です。

生まれは福山市野上町で両親は鮮魚店をしてい

ました。家族は妻と娘と息子の４人家族です。

現在は千田町で生活しています。

　入会して早１０ヵ月が過ぎようとしていますが、

まだまだよくわからない状態で参加させていた

だいています。入会前にはライオンズの存在は

知っていましたが、何をする団体なのかよく解り

ませんでした。何度かお誘いをいただいて入会

させていただきました。最初はかなり不安でし

たが、同じ日に４人の新会員の方が居られたので、

心強かったです。

　会員の方々も年齢も職業もいろんな方々がお

られ、最初は話しにくいのかと思っていましたが、

皆様話しやすく、仕事の話とか趣味の話をして

くださって楽しく参加させていただいています。

　活動も地域の奉仕活動がメインで、今まで出

来なかった奉仕活動にも参加させていただいて

います。今まで個人での奉仕活動に対しては、

少し恥ずかしいところがあったのですが、ライ

オンズの活動として参加する事に対しては進ん

で出来そうな気がしています。

　地域の為に奉仕活動をすると同時に、家庭や

社会の為に、今後自分が何をすべきかを考えて

活動して行きたいと思っています。

　今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申し上げます。

向井 隆通
株式会社 中国銀行
新市支店 支店長

　昨年７月に福山新市ライオンズクラブに入会

させて頂きました向井でございます。

　私の勤務している銀行では、地域社会に貢献

するという理念の下、産学官金の連携を強化し

ながら、創業・新事業支援、事業承継支援、

成長分野の育成支援など本業を通じた地域貢献

のほか、スポーツ・文化支援など本業を超えた

分野においても幅広く社会貢献に取組んでいる

ところです。

　これらの銀行の取組みは、ライオンズクラブ

の社会奉仕活動に通じるものがあると感じてい

ます。伝統ある福山新市ライオンズクラブに入

会させていただき、私個人としても人間として

幅を広げて成長していく良い機会を与えていた

だいたと感謝しています。

　微力ながら、皆様と共に奉仕活動に精一杯務

めてまいりますので、今後とも、ご指導ご鞭撻の

程、よろしくお願い申し上げます。
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のほか、スポーツ・文化支援など本業を超えた

分野においても幅広く社会貢献に取組んでいる

ところです。

　これらの銀行の取組みは、ライオンズクラブ

の社会奉仕活動に通じるものがあると感じてい

ます。伝統ある福山新市ライオンズクラブに入

会させていただき、私個人としても人間として

幅を広げて成長していく良い機会を与えていた

だいたと感謝しています。

　微力ながら、皆様と共に奉仕活動に精一杯務

めてまいりますので、今後とも、ご指導ご鞭撻の

程、よろしくお願い申し上げます。
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れからは、更に積極的に行動し、一日でも早く一

人前の会員になるように頑張ります。少しぬけ

てる私でご迷惑をおかけする事も多々あると思

いますが、人生のラストスパートと思い、少しで

も地域社会に貢献出来るよう精進いたしますの

で、今後共末永くご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い致します。

鎌倉 英治
株式会社 鎌倉
代表取締役

　鯉のぼりが泳ぐすがすがしい季節となりました。

日本の美しい文化である、鯉のぼりのある原風

景も、懐かしさを覚える風景も、次第に見られな

くなる様な気がします。

　時代が変われば環境も変わっていきます。これ

からも様々な分野で変化して行くと思いますが、

柔軟に対応出来る様になりたいと思います。昨年

の７月に佐藤英之さんのスポンサーで、伝統と

栄光の福山新市ライオンズクラブに入会させて

いただきました鎌倉英治です。身の引き締まる

思いです。父も長い間お世話になりました。

　私は、府中市中須町で㈱鎌倉と言う繊維会社を

営んでおります。このご時世ハードスケジュール

の中を、二足の草鞋で大丈夫？？と不安もありま

したが、今まで地元の消防団を始め多くの団体

や、まちづくり・小中ＰＴＡ活動等、異業種や年

齢差の方々と活動を共にさせていただき、様々

な経験をすることが出来ました。今回も折角皆

様から何度も声を掛けて下さるなら、行動する事

でその先が開けると、５０代の第一歩を踏み出し

ました。

　早速、環境保全・安全福祉委員会で諸先輩の

指導や支援をいただきながら、ライオンズの精神

にそって活動する経験をしました。ゴルフは不得

手で全然駄目ですが、地域のバレーボールで時々

汗を流したり、末娘が部活でバレーボールをし

ていますので、練習や試合での指導と観戦が唯

一のストレス解消となっています。

　新年度は、ＹＣＥ・教育国際委員会副委員長に

指名頂きました。尾多賀委員長をサポートし、

スムーズな委員会運営が出来る様頑張ります。

多くの出会いから刺激を受け、自己啓発するチャ

ンスと捉え、実り多い時間を生み出す事を目指

すと共に、さらに挑戦し続けられるような自分で

ありたいと思っています。

　感動・感謝・思いやり

定宗 秀明
株式会社 広島銀行
新市支店 支店長

　この度、伝統ある福山新市ライオンズクラブに

入会させていただきました、今年開設１００周年

となります、㈱広島銀行新市支店の定宗でござ

います。

　自己紹介の時に、いつもお話しておりますが、

私は３度目の備後での勤務であり、また福山新市

ライオンズクラブのメンバーの方の中に府中支店、

駅家支店でお世話になった方がおられ、懐かし

さとともにまさに第二の故郷に帰ってきたと感

じております。とは言え今回初対面の方がほと

んどであり、私という人間を少しでも知っていた

だくため、今私がはまっていることをお伝えします。

　私は学生時代将棋部へ所属していたこともあり、

上手とは言えませんが、昔から将棋が大好きで、

特に羽生善治先生のファンであります。まさに

子供の頃の夢を実現させている羽生先生と１４歳

の天才藤井４段の今後の戦いに注目しております。

　また、趣味と言える程ではありませんが、単

新会員
紹介
新会員
紹介

内田 芳嗣
内田コーポレーション
代表

　この度、福山新市ライオンズクラブに入会さ

せて頂きまして、ありがとうございます。

　私は、緑豊かな芦田町で生まれ育ちました。

現在の私を育てて頂いた地域に少しでもお役に

立つよう、不動産賃貸業と塾経営をさせて頂き

つつ日々精進させて頂いております。

　近年の日本は自然災害に見舞われ、多くの方々

が避難生活を余技なくされております。クラブ
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せて頂きたいと思っております。

　趣味はゴルフともちろんカープ観戦です。ゴ
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ますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

馬屋原 知弘
有限会社 ロマーノ
代表取締役
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まるのかと非常に不安でしたが、理事の藤岡さ

んが勧誘に来られた時に、「良い縁は大切にしな

くては」とおっしゃられた言葉に心を動かされ

入会を決心しました。

　私は、脱サラで全くゼロからのスタートで

ロマーノを開店しました。今年の４月で何とか

２０周年を迎える事が出来ましたのも妻を始め、

たくさんの方々の良い縁に恵まれたおかげだと

改めて感じています。今までの良い縁を大切に

し、今後は皆様方のように人様に良い縁を与え

られるような人になり、更に地域社会に少しで

も貢献出来ればと思っております。

　最初の頃は、緊張で例会の食事も喉を通らな

いような状態でしたが、献血や薬物乱用防止講

座及び、小中学校の薬物乱用防止教室などの活
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かく受け入れて頂き深く感謝しております。こ

身赴任時代より、百田尚樹先生の「永遠の０」他

話題となった小説を読むようになりました。特

に同年齢で元銀行員の池井戸潤先生が書かれた

本は、ほぼ全て読破致しました。池井戸先生が

書かれる本の中には、必ず「良い銀行員」と「悪

い銀行員」が描かれており、あるべき姿を学ん

でおります。これから新刊やドラマ化、映画化も

予定されており、楽しみにしております。

　最後になりますが、慣れない面が多く、皆様

にご迷惑をおかけすることもあると思いますが、

いろいろな活動に積極的に参加するとともに、

「We Serve」をモットーに、誠実かつ謙虚に奉仕

の精神を学んで参りますので、今後ともご指導

の程よろしくお願い致します。

藤本 貴也
有限会社 ヤングメンズ
代表取締役

　昨年７月に入会させていただきました藤本貴也

です。昭和３４年１０月生まれの５７歳です。

生まれは福山市野上町で両親は鮮魚店をしてい

ました。家族は妻と娘と息子の４人家族です。

現在は千田町で生活しています。

　入会して早１０ヵ月が過ぎようとしていますが、

まだまだよくわからない状態で参加させていた

だいています。入会前にはライオンズの存在は

知っていましたが、何をする団体なのかよく解り

ませんでした。何度かお誘いをいただいて入会

させていただきました。最初はかなり不安でし

たが、同じ日に４人の新会員の方が居られたので、

心強かったです。

　会員の方々も年齢も職業もいろんな方々がお

られ、最初は話しにくいのかと思っていましたが、

皆様話しやすく、仕事の話とか趣味の話をして

くださって楽しく参加させていただいています。

　活動も地域の奉仕活動がメインで、今まで出

来なかった奉仕活動にも参加させていただいて

います。今まで個人での奉仕活動に対しては、

少し恥ずかしいところがあったのですが、ライ

オンズの活動として参加する事に対しては進ん

で出来そうな気がしています。

　地域の為に奉仕活動をすると同時に、家庭や

社会の為に、今後自分が何をすべきかを考えて

活動して行きたいと思っています。

　今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申し上げます。

向井 隆通
株式会社 中国銀行
新市支店 支店長
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だいたと感謝しています。
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７月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・ＬＣＩＦ１，０００ドル４名送金
・ＬＣＩＦ２０ドル６２名送金
・「６２６」ヤング街頭キャンペーンに参加
・災害等特別基金補填
・福山葦陽ＬＣさんへ夏季ＹＣＥ受入支援金 
　を送金

合計金額 617,480 円

８月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・早朝例会前素盞嗚神社清掃奉仕
・ダメ・ゼッタイ国際支援募金

合計金額 28,676 円

９月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・第３９回ＬＣ杯少女フットベースボール大会
　開催
・町内４学区の敬老会にお祝金を贈る
・第１４回新市町交流剣道大会を後援

合計金額 150,000 円

１０月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・ＬＣＩＦ１，０００ドル１名送金
・大分の焼酎で資金獲得
・第３９回福山市立新市中央中学校オータム
　コンサートを後援
・第３４回愛の献血奉仕　４００ｃｃ　２１９名

合計金額 1,291,142 円

１１月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・福山中央中学校で薬物乱用防止教室開催
・第４０回ＬＣ杯少年野球大会開催
・第１４回ＬＣ杯グランドゴルフ大会開催

合計金額 277,995 円

１２月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・第５１回新市町内一周駅伝大会を後援
・『舞の海秀平氏』青少年健全育成講演会開催
・平和ポスター展示　表彰
・ＹＣＥ支援募金を行い送金
・神辺ＬＣさんへ冬季ＹＣＥ受入支援金を送金

合計金額 1,219,820 円

２月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・新市小学校と戸手小学校で薬物乱用防止教室 
　開催
・社会福祉協議会へ
　車椅子２台、ボーリングシャトル１セット、
　カードゲーム１セットを寄贈

合計金額 114,516 円

３月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・町内４小学校へランドセルカバー２００枚贈る

合計金額 52,000 円

４月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・『愛と光と泉の箱』募金送金
・新市中央カップバスケットボール大会を後援

合計金額 80,000 円

１年間のアクティビティ

労件　　　　　　　１１件

金件　　　　　　　２６件

合計金額　　  3,831,629 円
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指名頂きました。尾多賀委員長をサポートし、

スムーズな委員会運営が出来る様頑張ります。

多くの出会いから刺激を受け、自己啓発するチャ

ンスと捉え、実り多い時間を生み出す事を目指

すと共に、さらに挑戦し続けられるような自分で

ありたいと思っています。

　感動・感謝・思いやり

定宗 秀明
株式会社 広島銀行
新市支店 支店長

　この度、伝統ある福山新市ライオンズクラブに

入会させていただきました、今年開設１００周年

となります、㈱広島銀行新市支店の定宗でござ

います。

　自己紹介の時に、いつもお話しておりますが、

私は３度目の備後での勤務であり、また福山新市

ライオンズクラブのメンバーの方の中に府中支店、

駅家支店でお世話になった方がおられ、懐かし

さとともにまさに第二の故郷に帰ってきたと感

じております。とは言え今回初対面の方がほと

んどであり、私という人間を少しでも知っていた

だくため、今私がはまっていることをお伝えします。

　私は学生時代将棋部へ所属していたこともあり、

上手とは言えませんが、昔から将棋が大好きで、

特に羽生善治先生のファンであります。まさに

子供の頃の夢を実現させている羽生先生と１４歳

の天才藤井４段の今後の戦いに注目しております。

　また、趣味と言える程ではありませんが、単
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７月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・ＬＣＩＦ１，０００ドル４名送金
・ＬＣＩＦ２０ドル６２名送金
・「６２６」ヤング街頭キャンペーンに参加
・災害等特別基金補填
・福山葦陽ＬＣさんへ夏季ＹＣＥ受入支援金 
　を送金

合計金額 617,480 円

８月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・早朝例会前素盞嗚神社清掃奉仕
・ダメ・ゼッタイ国際支援募金

合計金額 28,676 円

９月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・第３９回ＬＣ杯少女フットベースボール大会
　開催
・町内４学区の敬老会にお祝金を贈る
・第１４回新市町交流剣道大会を後援

合計金額 150,000 円

１０月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・ＬＣＩＦ１，０００ドル１名送金
・大分の焼酎で資金獲得
・第３９回福山市立新市中央中学校オータム
　コンサートを後援
・第３４回愛の献血奉仕　４００ｃｃ　２１９名

合計金額 1,291,142 円

１１月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・福山中央中学校で薬物乱用防止教室開催
・第４０回ＬＣ杯少年野球大会開催
・第１４回ＬＣ杯グランドゴルフ大会開催

合計金額 277,995 円

１２月一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・第５１回新市町内一周駅伝大会を後援
・『舞の海秀平氏』青少年健全育成講演会開催
・平和ポスター展示　表彰
・ＹＣＥ支援募金を行い送金
・神辺ＬＣさんへ冬季ＹＣＥ受入支援金を送金

合計金額 1,219,820 円

２月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・新市小学校と戸手小学校で薬物乱用防止教室 
　開催
・社会福祉協議会へ
　車椅子２台、ボーリングシャトル１セット、
　カードゲーム１セットを寄贈

合計金額 114,516 円

３月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・町内４小学校へランドセルカバー２００枚贈る

合計金額 52,000 円

４月一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
・『愛と光と泉の箱』募金送金
・新市中央カップバスケットボール大会を後援

合計金額 80,000 円

１年間のアクティビティ

労件　　　　　　　１１件

金件　　　　　　　２６件

合計金額　　  3,831,629 円

身赴任時代より、百田尚樹先生の「永遠の０」他

話題となった小説を読むようになりました。特

に同年齢で元銀行員の池井戸潤先生が書かれた

本は、ほぼ全て読破致しました。池井戸先生が

書かれる本の中には、必ず「良い銀行員」と「悪

い銀行員」が描かれており、あるべき姿を学ん

でおります。これから新刊やドラマ化、映画化も

予定されており、楽しみにしております。

　最後になりますが、慣れない面が多く、皆様

にご迷惑をおかけすることもあると思いますが、

いろいろな活動に積極的に参加するとともに、

「We Serve」をモットーに、誠実かつ謙虚に奉仕

の精神を学んで参りますので、今後ともご指導

の程よろしくお願い致します。

藤本 貴也
有限会社 ヤングメンズ
代表取締役

　昨年７月に入会させていただきました藤本貴也

です。昭和３４年１０月生まれの５７歳です。

生まれは福山市野上町で両親は鮮魚店をしてい

ました。家族は妻と娘と息子の４人家族です。

現在は千田町で生活しています。

　入会して早１０ヵ月が過ぎようとしていますが、

まだまだよくわからない状態で参加させていた

だいています。入会前にはライオンズの存在は

知っていましたが、何をする団体なのかよく解り

ませんでした。何度かお誘いをいただいて入会

させていただきました。最初はかなり不安でし

たが、同じ日に４人の新会員の方が居られたので、

心強かったです。

　会員の方々も年齢も職業もいろんな方々がお

られ、最初は話しにくいのかと思っていましたが、

皆様話しやすく、仕事の話とか趣味の話をして

くださって楽しく参加させていただいています。

　活動も地域の奉仕活動がメインで、今まで出

来なかった奉仕活動にも参加させていただいて

います。今まで個人での奉仕活動に対しては、

少し恥ずかしいところがあったのですが、ライ

オンズの活動として参加する事に対しては進ん

で出来そうな気がしています。

　地域の為に奉仕活動をすると同時に、家庭や

社会の為に、今後自分が何をすべきかを考えて

活動して行きたいと思っています。

　今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申し上げます。

向井 隆通
株式会社 中国銀行
新市支店 支店長

　昨年７月に福山新市ライオンズクラブに入会

させて頂きました向井でございます。

　私の勤務している銀行では、地域社会に貢献

するという理念の下、産学官金の連携を強化し

ながら、創業・新事業支援、事業承継支援、

成長分野の育成支援など本業を通じた地域貢献

のほか、スポーツ・文化支援など本業を超えた

分野においても幅広く社会貢献に取組んでいる

ところです。

　これらの銀行の取組みは、ライオンズクラブ

の社会奉仕活動に通じるものがあると感じてい

ます。伝統ある福山新市ライオンズクラブに入

会させていただき、私個人としても人間として

幅を広げて成長していく良い機会を与えていた

だいたと感謝しています。

　微力ながら、皆様と共に奉仕活動に精一杯務

めてまいりますので、今後とも、ご指導ご鞭撻の

程、よろしくお願い申し上げます。
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11月16日　府中LC合同例会 11月25日　中央中薬物乱用防止教室

12月11日　平和ポスター表彰式

12月16日　同伴忘年例会

1月6日　新年例会

2月3日　社会福祉協議会新市事務所に寄贈品 3月 24 日　町内４小学校にランドセルカバーを寄贈12 月 11 日　青少年健全育成講演会

4月 21 日　周年例会 5月 3日　ライオンズ創設 100 周年記念パレード
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