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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」

●題字は故小林和作画伯
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尾道瑠璃ライオンズクラブ第1214回例会
尾道向島ライオンズクラブ第1107回例会
尾道みなとライオンズクラブ第953回例会

尾道瑠璃ライオンズクラブ第1214回例会
尾道向島ライオンズクラブ第1107回例会
尾道みなとライオンズクラブ第953回例会

合同納涼家族例会合同納涼家族例会 2013年８月１日（木）
向島洋らんセンター
2013年８月１日（木）
向島洋らんセンター

尾道向島LC会長挨拶
森本 誠二さん

尾道瑠璃LC会長挨拶
阿形 淳一さん

尾道みなとLC会長挨拶
山本 一郎さん

尾道瑠璃LC幹事報告
中平 裕之さん

尾道みなとLC幹事報告
今城 寛文さん

尾道向島LC幹事報告
青木 泰秀さん

尾道瑠璃LC出席率発表
出席委員長 大田貞男さん

尾道みなとLC出席率発表
出席委員長 山本勇さん

尾道瑠璃LC
テール・ツイスター
大谷 治さん

尾道みなとLC
副テール・ツイスター
前田 畊治さん

尾道向島LC
テール・ツイスター
戸田 直樹さん

納涼EVENT 乾杯　尾道向島LC元会長 山本 光徳さん

テールツイスターの時間

薬物乱用防止認定講師養成講座
9月14日　アルセ福山



尾道瑠璃LC杯「中学生卓球大会」
2013年8月18日（日）びんご運動公園健康スポーツセンターメインアリーナ
「中学生卓球大会」の試合を行い、会場において薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」キャンペーン
と人権啓発活動を行った。
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尾道瑠璃ライオンズクラブ会長挨拶
会長 阿形 淳一さん

開会宣言
尾道瑠璃LC第二副会長 山本 栄さん

表彰
尾道瑠璃LC会長 阿形 淳一さん

尾道瑠璃LC「中学生卓球大会」
組合せ表抽選会 商工会議所にて7月24日

第1215回例会第1215回例会 2013年８月21日（水）
尾道ロイヤルホテル
2013年８月21日（水）
尾道ロイヤルホテル

第1216回例会第1216回例会 2013年９月４日（水）
尾道ロイヤルホテル
2013年９月４日（水）
尾道ロイヤルホテル

会長挨拶
会長 阿形 淳一さん

CN50周年記念大会委員長挨拶
小林 明さん

総務部会
部会長　坂本 清登さん

祝宴部会
部会長 大田 貞男さん

LCIF（ﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾌｪﾛｰ）ﾗﾍﾟﾙ
ﾋﾟﾝ伝達　九十九 誠さん（4回目）

CN50周年記念大会予算書(案)につ
いて　大会会計 柏原 重成さん

式典部会
部会長　大谷 治さん

会長挨拶
会長　阿形 淳一さん

CN50周年記念大会委員長挨拶
小林 明さん

CN50周年記念大会 各部会打合せ
大会幹事　葉名 範秀さん

幹事報告
幹事 中平 裕之さん

CN50周年記念大会  各部会打合せ
大会幹事　葉名 範秀さん

ライオンズ・ローア
CN50周年記念大会幹事　葉名　範秀さん

姉妹クラブ歓迎特別委員会
委員長 九十九 誠さん
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ビジター代表挨拶
会長 阿形淳一さん

ひとときを芸術と向き合う

平山郁夫美術館　出雲LC美術館の庭 平山郁夫美術館　大村LC

開宴の辞
姉妹クラブ歓迎特別委員長九十九 誠さん

歓迎のことば
尾道瑠璃LC会長 阿形 淳一さん

挨拶
出雲LC会長　野村 明さん

乾杯
CN50周年記念大会委員長 小林 明さん

閉宴の辞
姉妹クラブ歓迎特別

副委員長　普家 俊一さん

挨拶
大村LC会長　冨永 佳人さん

大村ライオンズクラブ例会訪問大村ライオンズクラブ例会訪問 2013年9月13日（金）
パークベルズ大村
2013年9月13日（金）
パークベルズ大村

出雲LC出雲LC・大村LC歓迎交歓会
CN50周年記念大会前夜祭CN50周年記念大会前夜祭

2013年9月28日（土）
尾道ロイヤルホテル
2013年9月28日（土）
尾道ロイヤルホテル

エエエエエエキスカーションエキスカーション 2013年９月４日（水）
尾道ロイヤルホテル
2013年９月29日（日）
平山郁夫美術館
2013年９月29日（日）
平山郁夫美術館
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尾道瑠璃LC CN50周年記念大会尾道瑠璃LC CN50周年記念大会 2013年９月29日（日）
尾道国際ホテル
2013年９月29日（日）
尾道国際ホテル

司会　大会幹事　葉名 範秀さん
アシスタント　武田 智子さん

スポンサークラブへ
感謝状・記念品贈呈

会長挨拶
尾道瑠璃LC会長 阿形 淳一さん

スポンサークラブ会長挨拶
尾道LC会長　石森 啓司さん

国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌合唱
ソングリーダー　普家 俊一さん

50年の歩み（映像）・記念事業発表
尾道瑠璃LC50周年大会委員長　小林 明さん 記念事業目録贈呈

会員表彰　チャーターメンバー　髙橋 貞昭さん
チャーターメンバー　小林 海暢さん

来賓祝辞　尾道市長　平谷 祐宏さん 来賓祝辞　336-C地区ガバナー 池田 康彦さん

祝宴司会  大会 副 幹 事  黒屋 雅明さん
アシスタント  武田 智子さん

清興「老松」
若柳　邑佑さん

開宴挨拶
尾道瑠璃LC50周年大会委員長 小林 明さん

乾杯
第一副地区ガバナー 松尾 敏弘さん

アトラクション
NTT西日本中国吹奏楽クラブ

また会う日まで…
ライオンズ・ローア
第二副地区ガバナー
片岡 文彰さん

閉宴挨拶
尾道瑠璃LC第一副会長
樫本 正人さん
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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
ホームページ http://www.urban.ne.jp/home/rurilion/
Eメール rurilion@urban.ne.jp

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）

2013.7～2014.6

永井政昭さん　やすらかに…
2013年9月28日ご逝去（享年72歳）

  【略歴】 【受賞歴】

1983年10月 尾道瑠璃LC入会 ・30年モナーク賞受賞

1985～1986年 テール・ツイスター ・LCIFﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾌｪﾛｰ（5回）

1993～1994年 幹事 ・国際会長感謝状受賞

1995～1996年 会長

1996～1997年 前会長

1997～1998年 会員理事

1999～2000年 3R地区環境保全委員

2006～2007年 336-C地区青少年育成・レオ・薬物乱用防止・保健福祉委員長

2008～2009年 3R. 1Z. ZC.

謹んで、故永井政昭さんの御霊前に尾道瑠璃ライ
オンズクラブを代表して最後のお別れを申し上げま
す。そしていつも通り永井先生と呼ばせて下さい。
永井先生、私ども会員一同、先生の訃報に接し深

い悲しみに浸っております。
まず、永井先生にご報告をいたします。尾道瑠璃

ライオンズクラブは、昨日、チャーターナイト50周
年記念大会を、多くのご来賓、姉妹クラブ・ブラザ
ークラブをお招きして終えました。永井先生に出席
していただきたかったです。本当に残念です。
永井先生は1983年10月に尾道瑠璃ライオンズクラ

ブに入会されて以来、ライオンズクラブを愛し、い
つも笑顔で例会に、そしていろいろな会合に出席さ
れていました。
1995年～6年には会長。2006年～7年は336-C地区

青少年育成・レオ・薬物乱用防止・保健福祉委員長。
2008年～9年には336-C地区３リジョン１ゾーンのゾ
ーンチェアパーソン等多くの要職をこなされました。
LCIFメルビン・ジョーンズ・フェロー５回また、

国際会長感謝状を受賞されました。
謡曲にも精通され、「瑠璃謡い会」「吉田歌謡社」

「尾道薪能実行委員会」等の運営に携わっておられま
した。お目にかかると「阿形君おうたいのお稽古に
おいでよ」といつも誘っていただいておりました。
ライオンズクラブ・うたい。人間のつながりはあ

りがたく不思議です。
17年前の私の父の葬儀には永井先生が尾道瑠璃ラ

イオンズクラブ会長として弔辞を読んで下さいまし
た。そして、今、私が会長として永井先生の弔辞を
読んでいます。
本当に不思議です。
ライオンとよばるる人の一節に

「善良な生活を楽しみ、常に微笑みをたたえ、人類を
愛し、知識人の尊敬を集め、幼児たちに親しまれる
人」
まさに永井先生でした。
私ども尾道瑠璃ライオンズクラブ一同は永井先生

がクラブに残された貴重な精神を受け継ぎ、人間の
つながりを大切にし、益々社会奉仕に精進すること
をお誓い申し上げます。もちろん笑顔も忘れません。
永井先生どうぞ安らかにお眠り下さい。

2013年9月30日
会長　阿形　淳一


