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会長スローガン

もう一歩前に、
積極的な
We Serve！

●題字は故小林和作画伯

ゴング並びにバッジ引継 前会長小林明さんより黒屋雅明会長へ
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会長就任あいさつ
尾道瑠璃ライオンズクラブ 会長 黒屋
今年度、歴史ある尾道
瑠璃ライオンズクラブの
第五十代の四十九年目会
長を仰せつかりました。
たいへん名誉なことで、
一年間を当クラブの運
営・事業推進に尽力して
まいりたいと思います。会員の皆様の御指
導・御鞭撻よろしくお願い申し上げます。
さて、就任に当たり会長スローガンを
「もう一歩前に、積極的なWE SERVE」と
させていただきました。御縁を戴き当クラ
ブ会員にさせていただき八年が過ぎようと
しております。自由闊達な会員相互の良好
な人間関係に恵まれ、十分過ぎるほどの人

第1186回例会

雅明

生の糧を賜っている事を、深く感謝しなが
ら当クラブの会員であることに誇りを持ち
過ごしておりますが、今迄は当事者になり
きれず一歩引いた様な冷めた自分が居る事
に気付かされました。これではいけない、
当クラブの中核となって一年間を悔いなく
過ごすためには、もう一歩前に踏み出し積
極的に運営・事業活動に邁進しなければと
の、自責の念を込めスローガンと致しまし
ました。
これを機会に会員の皆様にも、現状の立
ち位置から一歩前に踏み出して戴き、積極
的な御協力をお願い申し上げ、就任の挨拶
にさせていただきます。

2012年６月６日
（水）
尾道ロイヤルホテル

第一副会長挨拶・運営委員会年次報告 会員増強・会則・指導力育成委員会
第一副会長 黒屋 雅明さん
委員長 葉名 範秀さん

出席・情報・エクステンション委員会・情報委員会の時間
委員長 木曽 宏行さん

計画委員会
副委員長 青澤 忠純さん

財務委員会
委員長 大宮 正弘さん

PR・IT・大会委員会
副委員長 木曽 勝司さん
事業委員会年次報告・中学生卓球大会実行委員会 市民・教育・青少年育成・環境保全委員会
委員長 樫本 正人さん
第二副会長 普家 俊一さん

保健福祉・献眼・献血・献腎・アイヘルス・薬物乱用防止委員会
委員長 九十九 誠さん

史紀の会
?橋 一弘さん
テール・ツイスターの時間
副テール 青澤 忠純さん

336複合地区第58回年次大会報告・幹事報告
幹事 阿形 淳一さん

出席委員会の時間
出席委員 小田原 真吾さん
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（水）
第1187回例会（お別れ例会）2012年６月20日
尾道ロイヤルホテル

会長

幹事

会長挨拶
小林 明さん

幹事挨拶
阿形 淳一さん

会計

会計挨拶
中平 裕之さん

会長表彰の贈呈
本年度全例会出席者…木曽 勝司さん・山本 栄さん・九十九 誠さん・小田原 真吾さん・樫本 正人さん・森数 敬太さん

第一副会長挨拶
第一副会長 黒屋 雅明さん

第二副会長挨拶
第二副会長 普家 俊一さん

ライオン・テーマー挨拶
ライオン・テーマー 森数 敬太さん

テール・ツイスター挨拶
テール・ツイスター 山本 栄さん

出席委員会の時間
出席委員 ?橋 貞昭さん

アトラクション
青澤プレゼンツ

前会長

乾杯
大田 貞男さん

第1188回例会

会長挨拶
会長 黒屋 雅明さん

挨拶
3R・1Z・Z・C 坂井 正男さん

第一副会長挨拶
第一副会長 阿形 淳一さん

第二副会長挨拶
第二副会長 樫本 正人さん

2012年７月４日
（水）
尾道ロイヤルホテル

2012年度地区委員に任命書伝達
3R地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員
福田 隆さん

幹事

幹事挨拶
山本 栄さん

前地区ガバナーからの感謝状伝達
前3R地区会員増強・指導力育成（GMT・GLT）委員
九十九 誠さん

会計

会計挨拶
普家 俊一さん
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ライオン・テーマー挨拶
ライオン・テーマー 青山 一登さん

テール・ツイスター挨拶
テール・ツイスター 葉名 範秀さん

計画委員会
委員長 森数 敬太さん

PR・大会委員会
委員長 長尾 光徳さん

会員増強・会則・出席委員会
委員長 大谷 治さん

第1189回例会

会長

会長挨拶
黒屋 雅明さん

財務委員会
委員長 中平 裕之さん

2012年７月18日
（水）
尾道ロイヤルホテル

前年度クラブ役員に感謝状及び記念品の贈呈
黒屋 雅明さん・阿形 淳一さん・小林 明さん・中平 裕之さん・普家 俊一さん・森数 敬太さん・山本 栄さん

前年度決算報告
前年度会計監査報告
前年度会計 中平 裕之さん 前年度会計監査 ?橋 一弘さん

前年度決算書承認
前会長 小林 明さん

事業委員会 事業計画の発表
第二副会長 樫本 正人さん

YE・国際平和・LCIF委員会
委員長 木曽 宏行さん

環境・教育・青少年育成 保健福祉・薬物乱用防止委員会
委員長 木曽 勝司さん
委員長 山本 学さん

謡曲同好会るり謡会
坂本 清登さん

ゴルフ同好会るり会
大宮 正弘さん

テール・ツイスターの時間
テール・ツイスター 葉名 範秀さん

屋上ビアガーデンにて会食

ライオンズ・ローア
第一副会長 阿形 淳一さん

2012.7〜2013.6
336-C地区スローガン

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 1 0 - 3
尾道商工会議所ビル３階
変えるのは行動、
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変えないのは志『We Serve』
ホームページ http://www.urban.ne.jp/home/rurilion/
地区ガバナー 福永
栄一（広島ニューLC 6R・1Z） E メ ー ル rurilion@urban.ne.jp

