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336-C 3R.1Z.ONOMICHI RURI LIONS CLUB 

会長スローガン 

ひたすら真摯に 

　 奉仕活動 

サブテーマ 

　『歴史を重んじ未来を切り開く 

       先駆者として使命を持って』 

　              　　　　　　一年間ありがとうございました。
　　　　　　　　　「ひたすら真摯に奉仕活動」のスローガ
　　　　　　　　　ンのもと、走り抜けた一年間でございま
　　　　　　　　　した。黒屋会長から引き継いだゴングと
　　　　　　　　　会長バッチを、無事に樫本本年度会長に
　　　　　　　　　お渡しできました。
 前年度は50周年記念大会も盛大に行うことができ、映像を使
った記念大会で映像の瑠璃ライオンズと言われるようになり
ました。又、記念事業では大林監督他の皆様のご協力を得て、
本当に学術的なシンポジュームが行え、大学から小学校まで
巻き込み、瑠璃ライオンズの投げた小石が波紋となって広が
ってきています。瑠璃ライオンズ会員全体で尾道の映像文化
に対して、提案し、実行し、動かしたと言っても過言ではないと
思います。
そして未来に向け、私たちはまず、良き仲間を多く集め、時代
に合った奉仕活動と良き経営者としての研鑽を積み、より存
在価値のあるクラブを目指してまいりましょう。
一年間本当にありがとうございました。

尾道瑠璃LC会長 : 阿形 淳一

２０１３年度を振り返って　　

　　　　　　　　　本年度はCN50周年の節目であり        
　　　　　　　　ました。
　　　　　　　　2012年11月からCN50周年記念大  
　　　　　　　　会の組織を立ち上げ、2014年1月ま 
　 　　　　　　でに、17回の正副部長会が開催され
　     　　　　　   協議を重ねてきました。
阿形大会会長、小林大会委員長、葉名大会幹事を中心
に、各部会ごとに1年間準備を進めてきた成果をCN50
周年前夜祭、大会式典、記念事業に表現できたのでは
ないでしょうか。
 2013年7月から2014年6月の間、阿形会長とクラブ運
営を行ってきましたが、記念事業が終了してからは、例
会運営のメリハリに欠けたところもあったように思い
ます。
周年行事終了後、会員数が減少したことは残念です。
グッドスタンデイングな正会員を多く集めることが至
上命題です。
樫本会長、木曽幹事、よろしく。

尾道瑠璃LC幹事 : 中平 裕之

CN50周年記念大会 阿形会長
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２０１３年度を振り返って　　

尾道瑠璃LC第二副会長 :  山本  栄

　                                   会計として一年間大変お世話にな    
　　　　　　　　りました。
　　　　　　　　本年は、チャーターナイト50周年事
　　　　　　　　業大会も重なり費用入りの年でした
　　　　　　　　がお陰様で、予算内に納まりました。
　　　　　　　　 しかし、一般会計も積立金を取り崩
していっている状況で、数年で危機的状況になるやもし
れません。
　解決方法は会員増強あるのみです。クラブ全体での
取り組みに期待します。

尾道瑠璃LC会計 :  葉名 範秀

　              　　　　  　あっという間の一年。本日無事、お
　　　　　　　　別れ例会を迎えることが出来ました。  
　　　　　　　　今年度はCN50周年 事業に始まり、沢
　　　　　　　　山の感動体験を経験させて頂きまし
　　　　　　　　た。改めて瑠璃クラブ会員の結束力
　　　　は　　　素晴らしいと思う年でもありました。
ただ、長年クラブの為にご活躍された会員の方の退会も
あり、とても残念で仕方ありません。
次年度はたくさんの方に入会して頂き、瑠璃クラブの素
晴らしさを体験して頂ければと思います！
阿形会長・中平幹事本当に一年間お疲れ様でした。クラ
ブ会員に感動をありがとうございました。

尾道瑠璃LC第一副会長 :  樫本 正人

                                  　CN50周年を迎えたこの一年間で    
　　　　　　　　したが、阿形会長のもと小林実行委
　　　　　　　　員長を始め会員一丸となり、無事成
　　　　　　　　功裡に終える事ができたように思え
　　　　　　　　ます。
　　　　　　　 また、事業委員会担当の中学生卓球
大会・尾道大学生インターンシップ・寄附講座・献血運
動等の事業も各委員長には御苦労をおかけしました
が、会員皆様のご協力のもとに終える事が出来ました
ことに感謝いたします。
改めて会員の結束力に感激しました。
一年間本当に有難うございました。

尾道瑠璃LCテール・ツイスター :  大谷 治

                                  　テールツイスターを拝命して。
　　　　　　　　例会を盛り上げ、ドネーションを引
　　　　　　　　き出す場作りをする。という使命で
　　　　　　　　した。おかげさまで目標には到達い
　　　　　　　　たしましたが、わが非力さを実感し
　　　　　　　　た一年でした。
20年も前、入会当時テールツイスターの意味が理解で
きず、車の運転で後ろ車輪が滑ることかと思ったり、女
性の後ろ髪を三つ編みにすることかと迷いました。
会員さんのおしりをチョイとつねる予定が、すんなりと
目標に届きました。逆に皆様の意識の高さに、私のお
尻を蹴飛ばされた思いの一年でした。
ありがとうございました。

　                               　 １年間ありがとうございました。　
　　　　　　　　　準備では多くの皆様にお手伝いい  
　　　　　　　　　ただき大変感謝しております。
　　　　　　　 　「例会の品格を守る」をテーマに過ご    
　　　　　　　　　してきましたが、ミスもあったりと、
                                     「準備」の大切さや細かい配慮等改め
て学ぶことができました。また、テーマーという役割のお
かげでクラブについてより理解を深めることができまし
た。今後に生かしていきたいと思っております。
本当にありがとうございました。

尾道瑠璃LCライオンテーマ ー :  長尾 光徳
7ライオンズクラブカラオケ大会 2/27
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　5月第二例会は会員スピーチで、歴史旅行同好会「史紀の会」の旅行記です。一番手は樫本第一副会長の関西・
淡路島方面で、二番手は中平幹事の山口・周防大島方面でした。2 年前に行った旅行なので、記憶に無いからい
やだ～と言われてましたが、無事思い出されたようでした。PR・大会委員会のスピーチを史紀の会の旅行記に
替えさせてもらいありがとうございました。                                                                          PR・大会委員長 : 木曽 勝司

会長挨拶
会長 : 阿形 淳一さん

テール・ツイスターの時間
 テール・ツイスター : 大谷 治さん

次期委員会構成（案）発表
次期会長：樫本 正人さん

会員スピーチ
中平 裕之さん

第 1233 回例会
2014年 5月 21日
尾道ロイヤルホテル

会長挨拶
会長 : 阿形 淳一さん

幹事報告
 副幹事 : 普家 俊一さん

クラブ内規定改定について
出席委員長：大田 貞男さん

336 複合地区第 60 回年次大会報告
Z.C.  :  九十九 誠さん

ゲストスピーチ　ローランド金田さん    演題「プロレスを嗜んだら 人生が面白くなった」

2014 年 6月 7日

グリーンヒルホテル尾道

「次期 3R.1Z. 会長・幹事準備会議」

「新旧会長・幹事会」

九十九 Z.C.、阿形さん、中平さん、樫本さん、木曽さんが出席されました。

パーソナリティローランド金田さんのお話を聞いていただきました。
真面目な性格で、どんな感じの内容がいいだろうと、何度も電話をいただき
ました。当日も大変緊張したそうで、自身にとって大変勉強になったと言わ
れていました。本当にプロレスが大好きなのでしょうね。
今回はありがとうございました。  市民・教育・青少年育成委員長 : 青山 一登
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「新旧合同計画委員会」開催

第 1234 回例会
2014年 6月 4日
尾道ロイヤルホテル

会員増強・会則・出席委員会
委員長 : 大田 貞男さん

運営委員会年次報告
第一副会長 : 樫本 正人さん 

財務委員会
委員長 : 大宮 正弘さん

計画委員会
委員長 : 山本 学さん

事業委員会年次報告
第二副会長 : 山本 栄さん

PR・大会委員会
委員長 : 木曽 勝司さん 

市民・教育・青少年育成
委員長 : 森数 敬太さん

歴史旅行同好会史紀の会
髙橋  一弘さん

　第 1234 回例会は梅雨入り宣言があった小雨の中通常セレモニーの後、阿形会長の挨拶で始まりました。
今回の例会は年度末恒例の運営・事業各委員会報告です。各委員長さんより内容と拠出金額の報告がされました。
同好会活動報告の後、家族会員プログラムに関する意見交換会が会長の司会で行われ、提案・意見が出る中会長
判断で６月理事会で判断することで終了しました。                                                          　   第一副会長 :  樫本 正人

　本日の例会は、第 777 回例会にて入会したと

いう阿形会長の挨拶により始まり一年間の締め

括りである運営委員会・事業委員会の年次報告

及び拠出金額の報告を各担当委員長より報告し

ていただきました。

担当委員長及び会員の皆様のご協力に感謝です。

同好会の活動も活発に行われていました。家族

会員プログラムに関する意見交換については次

の理事会にて再度意見交換を行い判断される事

になりました。   　　　       第二副会長 ：山本  栄
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会長挨拶
会長 : 阿形 淳一さん

第二副会長挨拶
 第二副会長 : 山本 栄さん

第一副会長挨拶
第一副会長：樫本 正人さん

幹事挨拶
幹事 : 中平 裕之さん

会計挨拶
会計：葉名 範秀さん

ライオン・テーマー挨拶
ライオン・テーマー : 長尾 光徳さん

国歌斉唱
ライオンズヒム合唱

乾杯
 元会長 : 小林 明さん

幹事報告
幹事 : 中平 裕之さん

出席委員会の時間
出席委員長 : 大田 貞男さん

CN50 周年記念大会委員長
会長表彰   小林 明さん

本年度例会純皆出席者
会長表彰をいただきました

   アトラクション 橋田 順子歌謡ショー

  2014 年 6月 18日、尾道国際ホテルにおいてお別れ例会が行われました。
一年間の締めくくりとして、会長阿形淳一さん、第一副会長樫本正人さん、第二副会長山本栄さん、幹事中平裕之さん、会
計葉名範秀さん、ライオン・テーマー長尾光徳さんにご挨拶を頂いた後、会長表彰の贈呈が、CN50周年記念大会委員長小
林明さん、本年度例会純皆出席者である、葉名範秀さん、柏原重成さん、森数敬太さん、九十九誠さん、大田貞男さん、長
尾光徳さんに対し行われました。
懇親会では、今年瑠璃ライオンズクラブではおなじみとなった橋田順子さんの歌謡ショー、本人の歌もさることながら、阿
形淳一会長と普家俊一さんによるそれぞれのデュエットが盛り上がりに一役買いました。プレゼント争奪ゲームは、豪華景
品選択権をかけて、じゃんけんで徐々に一列になっていくものでした。全員参加で盛り上がり、皆さんからの沢山のドネイショ
ン、どうもありがとうございました。何とか一年間、計画委員長を務めることができ、賑やかな中会員の皆さんに感謝しき
りのお別れ例会でした。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      計画委員長 : 山本 学
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                   2013.7～2014.6

              336-C 地区スローガン
               シンプルに継続奉仕
地区ガバナー 池田 康彦（広島 LC 7R・1Z）

尾道瑠璃ライオンズクラブ事務局

〒722-0035 広島県尾道市土堂２丁目 10-3

              尾道商工会議所ビル３階

TEL (0848)23-2222   FAX (0848)23-3333

HP  :  http://www.urban.ne.jp/home/rurilion/

Email  :  rurilion@urban.ne.jp

「第 60回 336 複合地区年次大会」開催　倉敷市民会館・倉敷アイビースクエアにて　　　５／１８

九十九 ZC、阿形会長、中平さん、葉名さん、樫本さん、山本（栄）さん、木曽さんが出席しました。

5/15 「3R.1Z. 会長会」   尾道商工会議所にて　九十九 ZC、阿形さん出席
5/16 「第四回キャビネット会議」  ANA クラウンプラザホテル広島にて　九十九 ZC出席
5/28 「次期クラブ会長・幹事・会計研修会」福山ニューキャッスルにて　樫本次期会長、木曽次期幹事、重松次期会計出席
5/31 「3R.R.C 杯ゴルフ大会」三原カンツリークラブにて８名参加
6/10 「次期地区委員会合同研修会」  福山ニューキャッスルにて　九十九さん、長尾さん、森数さん
6/16 「次期地区委員会合同研修会」  福山ニューキャッスルにて　大宮さん、山本栄さん、大田さん、大谷さん、高橋 ( 宏 ) さん
6/21 「3R. 会議 現・次期役員交歓会」  三原国際ホテルにて　7名参加
6/24 「尾道向島 LC第 1128 回結成記念例会」　阿形さん、中平さん出席

その他活動

2014 年度報告

国際会長
　キーワード
地区ガバナー
　地区スローガン
第一副地区ガバナー
第二副地区ガバナー
3R.R.C.
尾道瑠璃 LC会長
　スローガン

Joseph Preston（ブラッドショー・マウンテン LC・アメリカ）
『Strengthen the PRIDE  誇りを高める』
松尾 敏弘（福山中央 LC 2R・1Z）
「原点から再出発」 We Serve ー改革への挑戦ー
片岡 文彰（尾道 LC 3R・1Z）
安田 克樹（竹原 LC 4R・1Z）
新歩一 昇（三原久井 LC 3R・2Z）
樫本 正人
『原点皆喜で We Serve』
ABC＋Mでアクティビティー
　We Serve の精神のもとアクティビティーを行い、その喜びが皆で分ち合えるクラ
ブであり続けたいと思います。その為には、当たり前のことをよい意味でバカにな
って、ちゃんと奉仕活動をし、関わる全ての人々を巻き込み行動したいと考えます。
   ABC＋M : 当たり前の A、バカになっての B、ちゃんとの C、巻き込みたいのM

５月４日、終身会員の諌見勝則さんが逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。
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