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第829回  期初例会「新会員入会式」 2015.7.10（金）
例会場

第35代会長
Ｌ舩橋 佳照　挨拶

３３５－Ｄ地区ガバナー
Ｌ白山 慶三　挨拶

「旧役員へのお礼」 旧役員の皆さん

新会員へのバッジ及び記念品　授与 ガバナー及び会長と新会員全員でのローア

第830回  ２Ｒ・２Ｚ　ＺＣ訪問例会 2015.7.24（金）
例会場

会長
Ｌ舩橋 佳照　挨拶

２Ｒ２Ｚ　ＺＣ
Ｌ池澤 卓美　挨拶

会員キー賞　受賞者

終身会員披露　Ｌ足立　Ｌ河本 皆出席者表彰　皆出席者の皆さん
２

第３５代会長に就任して
加古川中央LC会長　舩橋 佳照

 今年度は加古川中央クラブ結
成35周年の節目の年でありま
す。
　この節目の年にあたり、ク
ラブ員全員の気持ちを原点に
戻し、また新しい気持ちを持
って、クラブが一致団結し絆
を深めて、地域社会への奉仕
活動を行っていきたいとの願
いから、本年度のクラブスロ
ーガンを『“原点回帰”絆を深

め ウィサーブ』と致しました。
　今年度の重要課題は、３つあります。
　１つ目は、35周年記念大会及び鹿児島さつまライ
オンズクラブとの姉妹提携を成功に納めること。
　２つ目は、新会員の入会（会員増強）及び現会員
の退会防止に努めること。
　３つ目は、例会への多数出席（目標100%出席）
と地域社会への奉仕活動です。
　この３つの課題を為し遂げるべく、今年一年間　
加古川中央ライオンズクラブの皆様と心を一つにし
て絆を深め、クラブ運営を一生懸命頑張りますので、
皆様のご指導とご協力をよろしくお願い致します。

会計を拝命して
加古川中央LC会計　谷口 章仁

　ライオンズクラブ会員とな
って３年の月日が経ちました
が、情けないことにライオン
ズクラブのなんたるかを明確
につかめていない私が、本年
度35周年の記念行事や、鹿児
島さつまＬＣとの姉妹提携な
ど、数々の重大行事を控えた
年に、クラブ三役の一つ「会
計」という大役を仰せつかり、
戸惑っている日々であります。

　私は、かって高校時代に野球部に属し、白球をひ
たすら追っていました。その時代が私に、どんな苦
境に立たされても乗り切る力を与えてくれた原点で
あり、現在も甲子園が始まると身体に力がみなぎっ
て来ます。
　この度拝命した「会計」という大役も、全身全霊
を傾けて職責を全うすることが、これからの私のラ
イオンズクラブメンバーとしての確かな礎を築き上
げてくれるものと確信しております。
　幸いにも、舩橋会長、上田隆博幹事という良き先
輩に恵まれ、毎日叱咤激励されながら一人前のライ
オンズメンバーとしての顔になるように鍛えられて
います。また、加古川中央ＬＣの和気藹々としたク
ラブ風土に支えられながら、この一年無事に大役を
務めると共に、ライオンズクラブの一員として一日
も早くひとりだち出来るように頑張りますので、会
員の皆様の温かいご指導をよろしくお願い致します。

幹事就任挨拶
加古川中央LC幹事　上田 隆博

　この度、舩橋会長の下でク
ラブ運営の要である幹事を仰
せつかりましたことは、ライ
オンズ経験の未熟な私にとっ
てその重責を考えると身の引
き締まる思いであります。
　会長はじめ各委員長、会員
の皆様方のご指導を賜りなが
ら、今年度のスローガンであ

る「“原点回帰”絆を深め ウィ・サーブ」の実践に向
け、メンバー同士の絆を大切に円滑で活気のあるク
ラブ運営を行い、地域での奉仕活動へと結び付けて
いきたいと考えています。
　会長が掲げられたスローガンを胸に刻み、全身で
サポートして、ひいては当クラブ及び会員の皆様に
ご恩返しが出来ますよう努力して参りますので、何
卒よろしくお願い致します。
　皆様のご指導ご協力を心からお願い申し上げ、幹
事就任の挨拶と致します。

計画委員長に任命されて
加古川中央LC計画委員長　明石 隆宏

　この度、加古川中央ライオ
ンズクラブ結成35周年の節目
の大事な年に、Ｌ舩橋会長よ
り計画委員長という大役を仰
せつかり、大変光栄なことと
思っておりますが、その責任
の重さに身の引き締まる思い
が致します。
　Ｌ舩橋会長のスローガン

「“原点回帰”絆を深め　ウィサーブ』を心に刻み、会
長はじめ幹事及び各役員の方々のご指導とクラブメ
ンバー皆様のご協力を頂いて、不撓不屈の精神でこ
の一年間お役に立てるよう、頑張っていきますの
で、よろしくお願い致します。
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献血受付状況 会長 Ｌ舩橋及び 会計 Ｌ谷口も積極的に活動

　Ｌ長谷川及び
献血・視聴覚委員長 Ｌ小倉の献血状況

Ｌ舩橋会長の
「歓迎のことば」

バナー・ピンの交換 ガバナー及び２Ｒ２Ｚ各会長のローア 「また会う日まで」

地区ガバナー
Ｌ白山慶三　挨拶

第834回  ガバナー公式訪問合同例会 2015.9.16（水） プラザホテル

第833回  献血ACT例会 2015.9.5（土） ニッケパークタウン

９月５日（土）加古川ニッケパークタウンにおいて、献血ＡＣＴ例会を実施。
メンバーが交代で、献血協力の呼びかけや受付業務を行うと共に、骨髄バンク登録者の呼びかけも行いました。
当クラブメンバーも10人以上が献血し、地区献血・視聴覚委員長のL小倉も献血。
受付者数：92人、献血者数：68人、血液確保：27,200ml、骨髄バンク登録者数：９人
以上の結果を得ることができました。
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第831回  納涼移動例会 2015.8.8（土） 京都貴船「べにや」

キャビネット幹事及び会長と
新会員全員でのローア

メンバースピーチ
Ｌ小山　仁バッジ及び記念品の授与

キャビネット幹事
Ｌ豊崎 義仁　挨拶

スポンサーＬ明石 及び 新会員
Ｌ中川 浩二郎

スポンサーＬ村上 及び 新会員
Ｌ藤田 哲弥

スポンサーＬ長尾 及び 新会員
Ｌ池田　希

第832回  通常例会「新会員入会式」 2014.8.28（金） 例会場

　第831回 納涼移動例会を、８月８日　京都貴船　川床料理「べにや」で行いました。
参加メンバーは、加古川中央LC３２名、特別参加として、加古川清流LCよりきれいどころ？６名参加の総勢３９名（事務員１名）で
の昼例会及び懇親会。山間渓流の涼しい川床で、美味しい料理に舌鼓。みんな満足の楽しい例会となりました。

　第８２９回 期初例会に続き、今回も３名の新会員を迎え入れることが出来ました。
特に今回は、加古川中央ＬＣ初の女性会員が入会され、今期これまで６名の会員増となります。
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お知らせ
11月14日（土）、15日（日）

11月27日（金）

12月３日（木）～６日（日）

加古川ツーデーマーチ

清流LC合同オークション例会

OSEALフォーラムinバンコク

　今期は、結成35周年の節目の年です。記念行事及び姉妹提携等多くの
行事があります。Ｌ舩橋会長のスローガン『“原点回帰”絆を深め　ウ
ィ・サーブ』を合い言葉に一致団結致しましょう。
　また、新会員　今年度10名の目標は、９月末迄に６名が入会されまし
た。
　退会防止も含め、目標達成と魅力ある例会及びＡＣＴを行っていきた
いと思います。
　当クラブのホームページとフェイスブックにも、活動状況をＵＰして
いきますので、皆さんのご支援　ご協力をよろしくお願い致します。

ＰＲ会報編集・インターネット委員長　原田一郎　

編　　集　　後　　記

新入会員紹介

副島　　司（57） S.33.  2.21

〒675－1212
加古川市上荘町井ノ口98－１
TEL．079－428－1111
FAX．079－428－1688

代表

石の店　石友

中川　浩二郎（50） S.40.11.26

〒675－0035
加古川市加古川町友沢382－1
TEL．079－427－7275
FAX．079－427－7274

代表

ブルーエ

菅森　勝博（45） S.45.  8.27

〒679－4116
たつの市神岡町沢田931
TEL．0791－62－4090
FAX．0791－62－4756

代表取締役

有限会社  テックビルド兵庫

藤田　哲弥（42） S.48.  9.30

〒676－0805
高砂市米田町米田1142－4
TEL．079－431－8899
FAX．079－439－7071

代表取締役

株式会社フジタプランビング

花田　原樹（34） S.55.11.18

〒675－0008
加古川市新神野3丁目27－8－6
TEL．079－430－5187
FAX．079－430－5194

代表取締役

株式会社 ＡＬＣ

池田　　希（42） S.48.  7.28

〒650－0022
神戸市中央区元町通4－2－4－102
TEL．078－381－7662
FAX．078－381－7662

代表取締役

ＭＯＮ ＳＴＹＬＥ 株式会社

勤務先 勤務先

勤務先 勤務先

勤務先 勤務先


