
　今年度 尾道瑠璃ライオンズクラブ会長を務めさせていただきます樫本 正人です。
尾道瑠璃ライオンズクラブは、昨年度CN50周年の節目を迎える事ができました。今新たな一歩を踏み出
す年にあたり半世紀の歴史と伝統を尊重し、本年度のスローガン「原点皆喜で We Serve」の下、アクティ
ビティを行い、その喜びを会員皆で分かち合いながらクラブとして活動し続ける事が郷土尾道の縁の下
の力になる事と確信しております。
　どうぞ本年度のスローガンをご理解の上一年間会員皆様のご協力を心からお願い申し上げまして挨
拶とさせていただきます。 

「原点皆喜で 
We Serve」
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『ABC＋Mでアクティビティー』

 
 

　　　　　　　　 尾道瑠璃ライオンズクラブ会長　樫本 正人

ゴング並びにバッジ引継　

A : 当たり前
B : バカになって
C : ちゃんと
M:巻き込みたい
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　新入会員入会ご紹介

　　　　　　　　　　　　   太田　兼一

　                                         はじめまして。新入会させていた     
　　　　　　　　　だきました太田兼一と申します。
　　　　　　　　　生まれは尾道市向島町、生まれて
　　　　　　　　　すぐ～3歳まで横浜、3～5歳まで埼
　　　　　　　　　玉県杉戸町、5～18歳まで尾道市向
　　　　　　　　　島町、大学が松山、そして京都の会
　　　　　　　　　社に就職したらいきなり東京に配
属、一度大阪に飛ばされ、もう一度東京に戻り、入社10年
目で退職。そして現在のパル企画を尾道で開業という、
移動続きの人生を過ごしてきました。現在は妻と1歳5ヶ
月の娘と、向島で平穏に暮らしています。
　前職は印刷とは全く関係のない職種で、開業から数年
は本当に苦労しましたが、周りの方々に支えられ、なんと
か軌道に乗せることができました。一番の支えは家族で
した。当時を思い出すたびに深く感謝をします。
　パル企画は印刷業ですが、一般的な総合印刷ではあ
りません。少量・高品質・短納期を得意とし、WEBでお客
様を呼び込む一風変わった変則的な印刷屋です。私自
身も少し変わり者かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い
致します。

                                                          吉原　康弘
　
                                           このたび山本学さんからの推薦に        
　　　　　　　　　より伝統ある本会に入会しました、行
　　　　　　　　　政書士と海事代理士をしております
　　　　　　　　　吉原です。
　　　　　　　　　　小学生の頃、通り過ぎる救急車に
　　　　　　　　　「ライオンズクラブ寄贈」という文字
　　　　　　　　　を見つけたのがライオンズクラブを
意識した最初かと思います。
　それから数十年経ち、人とのつながりの大切さをより強
く認識するようになり入会を決意いたしました。
母校には「人を大切に、自分を大切に、物を大切に」という
教えがあります。これはライオンズクラブの理念と共通す
るものがあると思います。
　どれだけ自分がこの理念を実現できるか全く自信はあ
りませんが、少しでも近づくことができるよう前進していき
たいと考えております。　　　

　スポンサーとして新入会員をお迎えでき、嬉しく思い
ます。太田兼一さんの会社は、創業から7年の印刷業で
すがWEB受注型でおもしろい取り組みをされています。
瑠璃ライオンズクラブにとっても、会員の皆様にとっても
プラスになる人だと思っております。
会員の皆様方のお力で、是非地元にも根を張っていた
だき、さらに成長していただきたいと願っております。
皆様のお力添え、よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　スポンサー：長尾  光徳
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8/12新入会員研修　東京海上日動火災保険（株）尾道支社会議室にて（その後、懇親会）

イタリアよりYCE生のGiambattista Marani君が
来日し、阿形ファミリーが１ヶ月間(7/13～8/14)
ホストをつとめてくださいました。

　この度、吉原康弘新入会員のスポンサーをさせてい
ただきました。
吉原さんは、行政書士、海事代理士事務所を営んでおら
れ、私とは法律関係の近隣業種であり、同時に中学、高
校の後輩でもあります。
大きな体に似合わずお酒は一滴も飲まれませんが、と
ても明るく社交的な性格で、クラブの皆さんと打ち解け
るのも時間はかからないと思っています。
会員の皆様方には、私同様、どうぞ宜しくお願いいたし
ます。
　　　　　　　　　　　　　　 スポンサー：山本 学





 

2014年度地区委員に任命書伝達
3R地区PR・ライオンズ情報・IT委員
　　　　大宮 正弘さん

前地区ガバナーからの感謝状伝達
                前3R. 1Z. Z.  C.
　　　　九十九 誠さん

前年度クラブ役員に感謝状
　　及び記念品の贈呈
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第 1237 回例会
2014 年 7 月 1 6 日
尾道ロイヤルホテル
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謡曲同好会るり謡会
 坂本 清登さん

　歴史旅行同好会史紀の会
　 高橋 一弘さん

ゴルフ同好会るり会
     山本 栄さん

第 1238 回
2014 年 8 月 7 日

向島洋らんセンター 納涼家族例会　

　第二例会は前年度の決算報告、本年度予算案の発表、例会承認、事業委員会の事業計画の発表、そして同好会の活動方針
の発表と年度始めの方向を決める例会です。特記すべき事項は、阿形さんがイタリアより来日のYCE生を一ヶ月の長期にわた
りホストファミリーとして受け入れることになり、来日しました。
　本年度は会員数が減少したことにより、予算案を再検討しました。現状の運営方法では、本年度を含め2年程度を維持する
予算となります。樫本会長は本年5名の会員増強を目標にしています。目標を達成させましょう。
　それと、残念なことは、瑠璃ライオンズ発足以来の伝統ある「るり謡会」が11月をもって解散するというニュースです。阿形銀
重さんとその仲間がつくった歴史が消えていくのは寂しいことです。メンバーの阿形淳一さん、小林明さん何とかしませんか。                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
                                                                                                                                                                       　　  財務委員長　中平 裕之

開会ゴング並びに
　　開会宣言

尾道向島LC会長挨拶
会長：勝島 幸儀さん

尾道瑠璃LC会長挨拶
会長：樫本 正人さん

Z. C. 挨拶
3R1Z.Z.C.：濱本 義樹さん

YCE来日生の紹介
GIAMBATTISTA MARANI君

幹事報告
幹事：木曽 勝司さん

尾道みなとLC会長挨拶
 会長：峯岡 専さん

向島洋らんセンターにて
和やかに例会スタート

事業委員会事業計画の発表
趣味の会の時間

（尾道向島・尾道みなと合同）
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乾杯
尾道向島LC前会長：森本 誠二さん

納涼イベント　バルーンショー出席率発表
出席委員長：大田 貞男さん

閉会ゴング

第 1239 回例会
2014年 8月 20日
尾道ロイヤルホテル

ビジター紹介
尾道LC：徳永 修さん

新入会員入場 新入会員紹介会長挨拶
会長：樫本 正人さん

ライオンバッチ・ライオンズ必携贈呈
会長：樫本 正人さん

新入会員宣誓
吉原 康弘さん

新入会員宣誓
太田 兼一さん

ゲストスピーチ 336-C地区
第一副地区ガバナー：
片岡 文彰さん

幹事報告
幹事：木曽 勝司さん

ゲストプロフィール紹介
YCE・国際関係・LCIF委員長：

葉名 範秀さん

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

尾道瑠璃LC：33名　尾道みなとLC：20名　尾道向島LC：18名　合計：71名の出席でした。

ゲスト例会・入会式
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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

「ガバナー公式訪問」　尾道国際ホテルにて　　　８／９（土）

大宮さん、樫本さん、山本（栄）さん、木曽さん、重松さん、大田さんが出席しました。

7/13「YCE 来日生出迎え」　福山駅にて
8/14「YCE 来日生見送り」    福山駅にて
8/22 「第 12 回地域（尾道）活性化企画発表会」しまなみ交流館にて　ブラッシュアップアドバイザーとして大谷さんが出席
8/23「3R. 2Z. ガバナー公式訪問」三原国際ホテルにて　大宮地区委員が出席
8/24「カープ観戦ツアー」
8/30「るり謡会（歌仙会）」開催　魚信にて

その他活動

「尾道瑠璃 LC杯中学生卓球大会」   びんご運動公園健康スポーツセンターにて　８／２３（土） 

7/30（水）組合せ抽選会を開催（10:00～商工会議所 3F 会員サロンにて）

尾道瑠璃ライオンズクラブ杯中学生卓球大会 結果報告

男子団体戦　優勝：向島中学校Ａ　準優勝：瀬戸田中学校Ａ　第三位：瀬戸田中学校Ｂ・向島中学校Ｂ

女子団体戦　優勝：因島南中学校Ａ　準優勝：向島中学校Ａ　第三位：長江中学校Ａ・長江中学校Ｂ

男子個人戦　
   [ 一部 ]　優勝：大田 雅之（向島）[ 二部 ]    優勝：熊谷 優宇人 ( 長江 )　[ 三部 ]　優勝：原田 瑛伍（瀬戸田）
女子個人戦
   [ 一部 ]　優勝：植田 鈴奈（向島）[ 二部 ]　優勝：髙杉しおり ( 向島 )　[ 三部］優勝：小田原遥香（栗原）     

地区ガバナー 松尾 敏弘（福山中央 LC 2R・1Z）
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