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会長スローガン 

 

サブテーマ 

　

『ABC＋Mでアクティビティー』

 
 

A : 当たり前
B : バカになって
C : ちゃんと
M:巻き込みたい

第 1256回例会
2015年 5月 1 3日
尾道ロイヤルホテル

ゲストに JA 尾道総合病院 糖尿病看護認定看護師
貞安 妙美さんを迎えて「糖尿病」についてお話い
ただきました。食事量の増加と運動量の減少等に
より、40 歳以上で 4 人に 1 人と増加しているそ
うです。適度な運動と食事改善で肥満を解消し、
いつまでも元気でいたいものです。　　　　　　
　　　　　　　　　　　計画委員長：普家 俊一 

会長挨拶
会長：樫本 正人さん

ゲストプロフィールの紹介
計画副委員長：大宮 正弘さん

ゲスト： 貞安 妙美さん　演題：「静かに進行する『糖尿病』～あなたの生活習慣大丈夫ですか～」

次期委員会構成（案）発表
次期会長：山本 栄さん
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第 1257 回
2015 年 5月 27日

例会　
尾道ロイヤルホテル

新入会員入場

新入会員挨拶
新入会員：松島 伸一郎 さん

新入会員　松島　伸一郎さん新入会員　松島　伸一郎さん祝

地区ガバナーからの歓迎文伝達
会長 : 樫本 正人 さん

スポンサー：小田原 真吾 さん

新入会員紹介
スポンサー：小田原 真吾 さん

地区ガバナーからの歓迎文伝達
会長 : 樫本 正人 さん

運営委員会年次報告
第一副会長：山本 栄 さん

GMT・GLT・会則・出席委員会
委員長：大田 貞男 さん

新入会員宣誓
新入会員：松島 伸一郎 さん

ライオンズバッチ贈呈
会長：樫本 正人 さん

財務委員会
委員長：中平 裕之 さん

計画委員会
委員長：普家 俊一さん

事業委員会年次報告
第二副会長：青澤 忠純 さん

YCE・国際関係・LCIF委員会
副委員長：九十九 誠 さん

市民・教育・青少年育成委員会
委員長：長尾 光徳 さん

保健福祉・薬物乱用防止委員会
委員長：小林 明 さん

同好会活動報告
ゴルフ同好会るり会：山本 栄 さん

同好会活動報告
歴史旅行同好会史紀の会：高橋 一弘 さん

自宅新築のお祝い贈呈
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：九十九 誠 さん
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第 1258回例会
2015 年 6 月 3 日
尾道ロイヤルホテル

15年モナーク賞贈呈
高橋 宏和さん

　3期目の市長に就任されました平谷祐宏さんをお迎えして、「日本遺産のまち尾道」
と題したスピーチをいただきました。
　本年 4月に全国 18のうちのひとつに選ばれた尾道。
その日本遺産認定までの取り組みや今後について伺いました。
　交流人口の拡大を図り、尾道ブランドの価値を高めることを目標に、縁を通じて
早くから取組んできた過程や、今よりもっと強く、元気で豊かな尾道づくりのため
に、日本遺産認定を生かした次の戦略も伺い、我々もその波に乗っていけるよう取
り組んでいかないといけないと感じました。
尾道の今後が楽しみな例会となりました。　市民・教育・青少年育成委員長：長尾 光徳

ゲスト：尾道市長 平谷 祐宏さん　　演題：「日本遺産のまち尾道」

第 1259回例会
2015 年 6 月 1 7 日
 尾道国際ホテル

るり会会長杯取切戦について
山本 栄 さん

ライオンズ・ローア
長尾 光徳 さん

閉会ゴング
会長：樫本 正人 さん

司会
計画委員長：普家 俊一 さん

第一副会長挨拶
第一副会長：山本 栄さん

第二副会長挨拶
第二副会長：青澤 忠純 さん

幹事挨拶
幹事：木曽 勝司 さん

　お別れ例会が盛大に開催されました。会長表彰をはじめ会長特別賞もあり、また、橋田順子さんの素敵な
ステージもありました。ビンゴゲームの景品セレクトがとても良かったです。楽しい会になりました。
樫本会長、木曽幹事、1年間お疲れさまでした。

お別れ例会
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                 2014.7～2015.6

              336-C 地区スローガン
               「原点から再出発」 We Serve
              　ー改革への挑戦ー

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地区ガバナー 松尾 敏弘（福山中央 LC 2R・1Z）

5/17(日)「歴史旅行同好会史紀の会」山陰・出雲旅行

会計挨拶
会計：小林 明 さん

ライオン・テーマー挨拶
ライオン・テーマー：山本 学 さん

テール・ツイスター挨拶
テーマー・ツイスター：九十九 誠 さん

会長表彰の贈呈
 本年度例会純皆出席者

会長特別賞
 太田 兼一さん／木曽 勝司さん

出席委員会の時間
出席委員長：大田 貞男 さん

懇親会
司会 次期計画委員長：太田 兼一さん

 

乾杯
前会長：阿形 淳一さん

懇 親 会懇 親 会

アトラクション
橋田 順子さん歌謡ショー

ビンゴゲーム また会う日まで

5/24(日)「336複合地区第61回年次大会」

その他活動

6月6日  （土）3R. 1Z. 新旧会長幹事会出席（尾道ふれあいの里）
6月7日  （日）久井CCにて「第5回るり会ゴルフ（会長杯取切戦）」が開催。
6月20日（土）3R（次期2R）現・次期役員交歓会出席（尾道国際ホテル）
6月26日（金）～30日（火）ハワイ州ホノルルにて開催の「第98回ライオンズクラブ国際大会」に参加。

高松市で開催。
山本（栄）、森数、
中平、九十九、葉名、
木曽が参加しました。

また会う日まで　　　　　　　　　 胴上げ　　　　　     ライオンズ・ローア　　　      閉会ゴング
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