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第853回  通常例会 2016.7.8（金）
例会場

第854回  通常例会 2016.7.22（金）
例会場

前田会長のもと、一年間の航海がスタートしました。
「思いはひとつ “ウィサーブ”」を胸にクラブメンバー全員で、素晴らしい航海に出ましょう。

　加古川中央市民病院の施設整備（植樹）
の協力により感謝状をいただきました。

30年皆出席　Ｌ高尾

メンバースピーチ　Ｌ池田

会長挨拶
旧役員メンバー

新役員メンバー

（2015～2016）年度皆出席者

２

第３6代会長に就任して
加古川中央LC会長　前田 勝義

　元会長のＬ松本より推薦指
名していただき第36期の会長
に就任致しました。　
　私のスローガンは「思いは
ひとつ  “ウィサーブ”」です。
　35期では会長のＬ舩橋と幹
事のＬ上田を中心に全てのメ
ンバーが結束して周年事業と
姉妹締結並びに12名の会員増

強を成し遂げました。本年度はライオンズクラブ
100周年の節目です、我々も思いをひとつにし継続
事業の一層の充実と新規事業ならびに会員増強に努
力しながら全てのクラブメンバーが個々の事業の発
展を成し余力を以て安定したウィサーブ奉仕事業に
努力貢献し世界140万人が所属する奉仕団体ＬＣの
一翼としての加古川中央ライオンズクラブの発展を
目指し一生懸命努力して行きますので一層のご指導
ご鞭撻をお願いいたします。　
　さて、本年度は100周年記念特別推進チームを設
けて周年事業に努力します、他にも会員増強ならび
に全ての継続事業に依り一層の密度の高い奉仕活動
を加古川中央ライオンズクラブ全員で推進して行き
たく思っています。思いはひとつウィサーブです。

会計を拝命して
加古川中央LC会計　松浦 稔

　今年度、伝統ある加古川中
央ライオンズクラブの会計を
拝命いたしました松浦 稔です。
　2009年に入会して、諸先
輩のいる中、まだまだ若輩者
が身に余る大役を仰せつかり、
その責任の重さを痛感してお
ります。
　無事務めをはたせるか不安

でいっぱいですが、メンバーの皆さまのご協力を得
て、この一年間任務を遂行していく所存でございま
す。
　今年度の会長スローガンは「思いはひとつ “ウィ・
サーブ”」です。この精神のもとクラブ運営に一生懸
命努めて参りますので、温かいご理解とご指導、ご
鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

幹事を拝命して
加古川中央LC幹事　大村 槇太郎

　今年度、前田会長の下、加
古川中央ライオンズクラブの
幹事を受けさせていただくこ
ととなりました。この大役が
務まるのかと不安も多く、自
分が会長を支えて行けるの
か、幹事としてクラブの皆様
に迷惑を掛けてしまうのでは
ないかと考えてしまいます。

　今年、ライオンズクラブ創設100周年の記念すべ
き年でもあります。この大切な一年、会長の思いを
皆様に伝え、無事終わる事が出来る様、冷静な中に
も熱い思いで、出来る限り努力してまいります。
　前田会長のスローガン「思いはひとつ　“ウィサー
ブ”」を遂行するため、そして、ガバナー方針であ
る、プラスワン１の会員増強を達成するため、理事
の方々、メンバーの皆様の暖かい助言、ご協力をい
ただき楽しい例会、アクトを心がけて行きたいと考
えております。皆様１年間よろしくお願いいたしま
す。

計画委員会を拝命して
加古川中央LC計画委員長　原田 一郎

　今期　L前田会長より、計
画委員長の大役を拝命し、大
変身の引き締まる思いで一杯
です。
　会長テーマ「思いはひとつ
“ウィ・サーブ”」のスローガ
ンの意味を真摯に受け止め、
また例会が楽しく出席出来る
よう、計画委員全員で工夫及

び知恵を出していきたいと思っています。
　今年ライオンズクラブ創立100周年の記念すべき
年でもありますので、会長、幹事の思いを十分汲み
取った例会運営を心がけ、既メンバーの出席率向上
並びに新会委員増強に向けた、魅力ある例会をめざ
していきたいと思っています。
　今期理事の皆様そして、メンバーの皆様の温かい
ご支援及びご指導を頂けますよう、よろしくお願い
申し上げます。
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第857回  献血ＡＣＴ 2016.9.3（土）
イオンタウン加古川

第858回  ガバナー公式訪問合同例会 2016.9.21（水）
プラザホテル２階

　９月３日（土）実施場所は、毎年ニッケパークタウンで行ってきましたが、今回は当商業施設の
改装工事のため、場所を変更してイオンタウン加古川にて実施しました。
　クラブメンバーが交代で献血の協力の呼びかけや、受付業務を行うと共に、骨髄バンクの登録の
呼びかけも行いました。そして、メンバーも10人以上が献血をしました。
 　受付者数：74人　献血者数：56人　血液確保：22,400ｍＬ　骨髄バンク登録：6人
以上の結果を得ました。

　加古川市の各ライオンズクラブのメンバーが揃う中、地区ガバナーＬ江草長史を迎える期待と
緊張感で例会が始まり、そして、例会が進むに至って各クラブ間の交流の場となりました。

4

第355回  ２Ｒ・ＲＣ，２Ｒ２Ｚ・ＺＣ,地区役員訪問例会 2016.8.12（金）
例会場

第356回  家族納涼移動例会 2016.8.20（土）
神戸ワイナリー

各訪問者を迎えて、いつもとチョット違った華やいだ例会になりました。

　神戸市西区農業公園にて
ブドウ畑えを含む、ワイナリーの説明見学会と、陶芸体験教室と二手に別れて、
それぞれの時間を過ごした後、緑の高原の空気の中で、バーベキューを楽しみました。

ワイナリーの見学

陶芸体験

訪問者を迎える

Ｌ増本

Ｌ北野 Ｌ土屋

ライオンズクラブ国際協会 335－Ｄ地区
ＧＬＴコーディネーター Ｌ増本 盛美
ＦＷＴコーディネーター Ｌ北野 砂恵子
２Ｒリジョン・チェアパーソン Ｌ土屋 光代
２Ｒ ２Ｚゾーン・チェアパーソン Ｌ稲田 学
会則委員長 Ｌ森田 俊和
明日のライオンズを考える会委員長 Ｌ舩橋 佳照
２Ｒ　ＰＲライオンズ情報・ＩＴ委員 Ｌ田中 智　
２Ｒ ＧＭＴ・ＦＷＴ委員 Ｌ西村 俊亮
２Ｒ ＧＬＴ委員 Ｌ松原 公平
２Ｒ青少年育成委員 Ｌ松本 喜至

来賓のご紹介
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役員・委員会編成表
会 長

前 会 長

第 一 副 会 長

第 二 副 会 長

第 三 副 会 長

幹 事

会 計

ラ イ オ ン テ ー マ

テー ル ツイスター

会 員 理 事

一 年 理 事

一 年 理 事

一 年 理 事

一 年 理 事

二 年 理 事

L前田　勝義

L舩橋　佳照

L大西　真嗣

L澤本　武司

L松本　裕一

L大村愼太郎

L松浦　稔

L小山　利明

L中島　省悟

L丹後　昌博

L原田　一郎

L三木　敦男

L志水　裕喜

L谷口　章仁

L明石　隆宏

◎　L丹後　昌博 L小山　利明 L太田　久之

○　L松本　喜至 L中村　正則 L中島　省悟

◎　L谷口　章仁 L石川　敏晴

○　L元田　裕一 L池本　哲雄

　　L上田　隆博 L南　　書

　　L大辻　利弘 L足立　安通

◎　L三木　敦男 L治居　貴憲

○　L長尾　浩二 L髙橋　行義

　　L池田　希 L大河　誠一

　　L三浦　照男 L竹内　昌弘

◎　L原田　一郎 L小山　仁 L中川浩二郎

○　L村上　博 L長谷川裕城 L青木　哲也

　　L木戸　貫寛 L菅森　勝博 L宮脇　克己

　　L上田　豊之 L副島　司

◎　L明石　隆宏 L花木　敏彦 L花田　原樹

○　L大西　光 L新田　稔彦 L内原　通雄

　　L髙尾　利男 L中谷　隆文 L龍岩　大器

　　L外林　雅夫 L掘井　健智 

◎　L志水　裕喜 L大谷　嘉信 L藤田　哲弥

○　L北角　誠一 L大西　要 L岩佐　英晃

　　L小倉　光夫 L毛利　順活 

　　L河本　博明 L善積　茂 

　　L松本　喜至 L河本　博明 

名誉顧問・元地区ガバナー
創立百周年記念
地区計画委員長

名誉顧問
元地区ガバナー

明日のライオンズを
考える会 委員長

2Ｒ 青少年育成委員

L太田　久之

L大辻　利弘

L舩橋　佳照

L松本　喜至

L長尾　浩二

L中谷　隆文

L中谷　隆文

創立百周年記念推進
プロジェクト 顧問

プロジェクトリーダー
副

L太田　久之
L上田　隆博
L長尾　浩二

担　当

第一副会長

L大西　真嗣

第二副会長

L澤本　武司

第三副会長

L松本　裕一

会　計　監　査

副ライオンテーマ

副テールツイスター

会員増強委員

委員会

会　　　員
会　　　則
財　　　務

出　　　席
接　　　待
指導力育成

PR・会報編集
インターネット

計　　　画

青少年指導
市民教育

献血
社会福祉
環境保全

国際サービス

委員氏名（◎委員長　○副委員長）

会長、第一、二、三副会長、幹事

お知らせ
11月10日（木）～13日（日）

11月12日（土）、13日（日）

12月23日（金）

OSEALフォーラムin香港

加古川ツーデーマーチ

クリスマス家族合同移動例会

　今期はライオンズクラブ創設１００周年の節目の年です、１００
周年記念奉仕チャレンジ、レガシー・プロジェクトを推進していく
年です。Ｌ前田会長の元、一致団結して達成できることを願ってい
ます。
　前委員長のＬ原田は大きくＩT化を進められました、私は戸惑い
ながらも、その遺産を受けついでいきたいと思っています。
　皆様の変わらぬ、ご支援とご指導をよろしくお願いいたします。

ＰＲ会報編集・インターネット委員長　Ｌ三木敦男　

編　　集　　後　　記


