


ライオンズの誓い
われわれは知性を高め、

友愛と相互理解の精神を養い、
平和と自由を守り、
社会奉仕に精進する。
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　本日、広島紅葉ライオンズクラブチャーターナイト25周年記念大会を挙行するにあたり、ご来賓各位なら
びに336Ｃ地区ガバナー、地区名誉顧問をはじめ地区役員の方々、スポンサークラブ、ブラザークラブ、更
に遠路より姉妹クラブであります仙台杜ライオンズクラブの皆様方多数のご臨席を賜り、衷心より厚く御礼
申し上げます。
　私ども広島紅葉ライオンズクラブは広島平和ライオンズクラブのエクステンションにより1984年５月27日
に結成、11月23日に広島平和ライオンズクラブのＣＮ25周年記念事業として、日本で2,705番目、広島県で
91番目のライオンズクラブとして誕生致しました。
　結成時の会員数は55名、平均年齢は44歳でスタート致しました。以来、広島県女子サッカー選手権大会・
中区剣道練成大会、広島県女子剣道大会への後援、更生保護法人ウィズ広島への物品提供、心身障害児施設
である広島市北部こども療育センターへの支援等、数々のアクティビティーを継続して行ってまいりました。
　広島県女子サッカー選手権大会へは第１回大会からの後援ですし、また、広島市北部こども療育センター
の子供達との交流では毎回私達会員の方が感動をいただいております。
　私ども広島紅葉ライオンズクラブは結成以来、特に青少年育成に力を注いでまいりました。
　その一つ一つの継続はアクティビティーとして誇れるものではないでしょうか。
　ＣＮ25周年の記念事業として日本盲導犬協会へ盲導犬1頭並びに盲導犬搬送用乗用車の寄贈、新球場マツ
ダズームズームスタジアムへの車椅子介助者用観客席の寄贈、広島市北部こども療育センターへの放送設備
の寄贈を実施いたしました。
　またＣＮ25周年記念事業でもあります目の不自由な方への支援として、盲導犬の普及啓蒙活動を新たな継
続アクティビティーとしてスタート致しました。
　25年の間に、2005年度にはＬ加用雅愛を地区ガバナーとして輩出し、現在もチャーターメンバー 55名中
19名が在籍していることは我がクラブの誇りでもあります。
　こうして本日ＣＮ25周年記念大会を迎えますことは、ひとえに親クラブの広島平和ライオンズクラブをは
じめとしてブラザークラブ、この間ご縁を頂いた方々、一年一年積み重ねた諸先輩方のお陰だと感謝してお
ります。
　本日の記念大会を機に、会員一同‘we serve’の精神のもと、真に心から喜ばれ感動を生む奉仕活動とク
ラブの発展をお誓い申し上げます。
　終わりに、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご活躍
を心よりご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
　本日は誠にありがとうございました。

25周年を迎えて

広島紅葉ライオンズクラブ
大会会長

池　田　和　好
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　本日、広島紅葉ライオンズクラブのチャーターナイト25周年記念大会を開催いたしましたところ、公私と

もお忙しい中、ご来賓各位をはじめ、多くのブラザーライオンズクラブ、さらには遠路より姉妹クラブの仙

台杜ライオンズクラブの皆様方のご臨席を賜り、誠にありがとうございます。心より歓迎申し上げます。

　私どものクラブは、広島平和ライオンズクラブのスポンサーにより、1984年５月27日に結成され、同年11

月23日、336-Ｃ地区の91番目のライオンズクラブとしてスタート致しました。爾来、スポンサークラブ、な

らびにブラザークラブの適切なご指導の元で、地域に密着をした奉仕活動を続けさせていただいています。

　この度の25周年記念大会に向けては、昨年の3月から実行委員会を立ち上げて、『輝く未来に愛と光を』の

スローガンのもとに、それに沿った記念事業を計画し、実行してまいりました。また本日の式典、および祝

宴も時節柄、“身の丈に合った”、ものとさせていただきましたが、充分にご堪能していただければクラブ会

員一同の幸せです。

　終わりになりますが、ご臨席賜りました皆様方のますますのご健勝とご発展を祈念いたしまして、歓迎の

言葉とさせていただきます。

歓迎のことば

広島紅葉ライオンズクラブ
大会委員長

柴　崎　文　男
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　広島紅葉ライオンズクラブが結成25周年を迎えられましたことを、心からお喜び申し上げます。

　広島紅葉ライオンズクラブは、昭和59年（1984年）に結成され、以来、崇高な社会奉仕の理念の下、各種

スポーツ大会の支援を通じた青少年の健全育成や福祉分野でのボランティア活動など幅広い分野で地域社会

に奉仕の花を咲かせてこられました。歴代会長をはじめとする会員の皆様の熱意と不断の御努力に深甚なる

敬意を表します。

　また、この度は25周年記念として、「広島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島）」に車いす利

用者の介助者用観客席を、そして、広島市北部こども療育センターには放送機器を御寄贈いただき、心より

感謝申し上げます。

　さて、広島市では、「国際平和文化都市」という都市像の下、市民が自らの地域や街に愛着と誇りを持ち、

文化をはぐくみながら健康で生き生きと暮らし、これからも住み続けたいと思う都市、また、国内外の人々

が訪れてみたいと感じ、訪れた人々が住んでみたくなる都市を目指しております。

　その実現のためには、市民が主体となり、また、市民と行政が協働し、地域課題の解決や生活環境の充実

に取り組むことが重要です。広島紅葉ライオンズクラブの皆様には、これまでの活動の中で培われた経験や

優れた見識・行動力を生かして、より一層、地域のまちづくりの中心的な役割を果たされることを期待して

おります。

　終わりに、広島紅葉ライオンズクラブの今後ますますの御発展と、会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念い

たしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

平成 21 年（2009 年）11 月 14 日

広島市長　　秋　葉　　忠　利

祝　辞

広島市長

秋　葉　忠　利
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広島紅葉

２５
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　山の木々も一段と紅葉に染まる今日の佳き日　広島紅葉ライオンズクラブが、チャーターナイト25周年記

念大会を迎えられました事を、地区ガバナーとして地区内全会員を代表して心からお慶び申し上げます。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　広島紅葉ライオンズクラブは、広島平和ライオンズクラブのスポンサーにより、1984年５月27日、336-Ｃ

地区内で91番目のライオンズクラブとして結成され、チャーターナイトを11月23日に実施され、本日めでた

く25周年をお迎えになりました。

　この25年間　貴クラブは青少年健全育成事業を柱として、広島県女子サッカー選手権大会や中区剣道練成

大会・広島県女子剣道大会そして広島市北部こども療育センター又更生保護法人ウィズ広島へのアクティビ

ティを継続してこられました。

　この様な地域に密着したアクティビティは、地域の社会福祉向上に大きな役割を果たされ、その業績に心

から敬意を奉げたいと思います。

　エバハルト・Ｊ・ヴィルフス国際会長は「Move TO Grow」（個人的成長と会員増強）をテーマに掲げまし

た。これを受けまして、私は「改革！新たなる成長!!」というスローガンを掲げさせて頂きました。

　近年　改革の必要性が叫ばれておりますが、この25周年を契機として　正しい基本理念と方向付けにより、

会員一人一人が、伝統を尊重しつつ改革へのチャレンジ精神を持って社会変化に即応したクラブ運営あるい

はアクティビティを実践して頂きたいと思います。　

　この記念すべき25周年を機に、更なる地域に密着した奉仕活動を拡大され30周年に向かって大きく飛躍さ

れます事を心から祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。

ライオンズクラブ国際協会336-Ｃ地区
地区ガバナー

玉　浦　　　巖

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブチャーターナイト25周年おめでとうございます。

　1984年11月結成以来、ライオニズムの原点に忠実に、様々なアクティビティにチャレンジされ、しかもそ

の活動はいつも独創的であり、真に地域に根差す実のあるものでありました。25周年を機に「盲導犬支援」

という新たなアクティビティに取り組まれるなど、もう一歩前へという意気込みに一層敬意を覚えます。

　さらに2005年〜2006年度には地区ガバナーを擁し貴クラブを中心にキャビネットを構成され見事に成果を

上げられましたことは、永年のクラブ活動を結実させたものとして大きく評価されております。

　時は移り世相も世情も大きく形を変えますが目標と目的をしっかり見据えてその変化を是非進化にしなけ

ればなりません。

　30周年に向けてさらに35周年〜50周年に向けて、取り組まなければならない課題、アクティビティは限り

なく生まれます。次世代から、また次世代へ、渡すべきタスキを今しっかりと守ろうではありませんか。

　親クラブ・子クラブというよりも、良き仲間、パートナーとして、惜しみなく協力を誓うものです。

　最後になりましたが、広島紅葉ライオンズクラブメンバーお一人お一人のご多幸とご健勝を心から祈念い

たしましてご挨拶とさせていただきます。

広島平和ライオンズクラブ
会　長

宮　中　一　誠

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブのチャーターナイト25周年、誠におめでとうございます。

　広島紅葉ＬＣと私ども仙台杜ＬＣは、1999年３月６日に仙台杜ＬＣのチャーターナイト15周年記念式典に

おいて姉妹クラブの締結を行い、仙台・広島を行き来してますます交流の輪を広げて今日にいたっておりま

す。

　当クラブチャーターナイト25周年記念式典の際には、貴クラブから会長はじめ多数の会員の方々にご参加

を頂き、花を添えて頂きました事に深く感謝申し上げます。

　広島紅葉ＬＣＣＮ25周年記念事業として

　１． 盲導犬支援の為の募金活動、並びに普及啓蒙活動

　２． 新広島市民球場へ、車いす利用者の介助者用観客席の贈呈

　３． 広島市北部こども療育センターへの放送機器の贈呈

　を実行されました。

　新たな心意気で展開なされる記念事業の成功を姉妹クラブとして期待致しますと共に、継続アクティビテ

イとして青少年健全育成のための広島県女子サッカー選手権大会、中区剣道練成大会、広島県女子剣道大会

を実施されており、クラブとしての力を素直に賞賛したいと思います。

　また、広島市北部こども療育センターの子どもたちとのふれあいを大切にしていらっしゃる事にも感動致

しました。

　さらに更生保護法人ウィズ広島には、各メンバーが持ち寄った生活用品の寄付を行っている事は、中身の

濃い奉仕活動だと思います。

　広島紅葉ＬＣ会員の皆様が、本日より新たな気持ちで展開されるであろう諸活動に、姉妹クラブとして期

待致しますと共に、それゆえにこそ会員各位におかれましては日頃の健康維持に十分ご留意なさり、日々を

より明るくより楽しく、ストレスをも発散しつつ日夜ご活躍なされることをご祈念申し上げて祝辞とさせて

頂きます。

ライオンズクラブ国際協会
332–Ｃ地区（宮城県）１Ｒ２Ｚ
仙台杜ライオンズクラブ
会　長

千　葉　二　郎

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブチャーターナイト25周年記念式典の開催を心からお祝い申し上げます。

　貴クラブは四半世紀に亘って、ライオンズ精神に基づく青少年育成及び社会福祉に関する様々な社会活動

を行われ、数々のその功績は地域社会の発展に多大なる貢献をするところとなり、多くの人たちに感謝され、

感動を与えてこられました。

　特に設立当初から青少年健全育成を目的として、女子サッカーの振興や剣道に対する熱い支援が脈々と引

き継がれ、当時ほとんど認知されていなかった女子サッカーが今日の隆盛を見るまでに至った貴クラブの熱

意と歴史に、深い感銘を覚えるものでございます。

　これら奉仕活動の軌跡が、現在においてもいささかの輝きを失うことなく引き継がれてきた今日までの歴

史に対し、心より敬意を表するものでございます。

　我が広島シニアライオンズクラブは平成18年５月に貴クラブのお力添えとご指導により設立され、今年漸

く４年目を迎えたばかりの新クラブでございますが、幸いにも当クラブ設立の立役者としてご尽力賜った貴

クラブ加用雅愛様から運営全般にわたってご指導を頂いております。今後とも貴クラブをはじめ先輩クラブ

の歴史と伝統ある活動をお手本に、当クラブのスローガンである「のんびり．たのしく．あかるく．ウイ　サー

ブ」をモットーに、労献奉仕活動を進めていきたいと考えておりますので、より一層のご指導とご支援を賜

りますようお願いいたします。

　この度のチャーターナイト25周年記念のご盛況をお祝いし、貴クラブの今後の更なるご発展をお祈り申し

上げます。

広島シニアライオンズクラブ
会　長

北　村　　　壽

祝　辞
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広島紅葉ライオンズクラブＣＮ25周年記念事業

盲導犬支援の為の募金活動並びに普及啓蒙活動

ゆめタウン広島にて募金活動

業務用車両贈呈

歩行訓練体験

八丁堀交差点にて募金活動

車両贈呈　感謝状

盲導犬贈呈式 盲導犬寄贈　感謝状
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新広島市民球場への車いす利用者の介助者用観客席  贈呈

広島市北部こども療育センターへの放送機器  贈呈

広島市より感謝状受領

感謝状

放送機器

贈呈式

広島紅葉ライオンズクラブＣＮ25周年記念事業

観客席

感謝状

広島紅葉LCCN25周年記念大会【記念講演会】

■プロフィール
1949年、長野県出身。
1976年『愛のコリーダ』（大島渚監督）などの助監督を
務め、1983年『十階のモスキート』で映画監督デビュー。
1993年『月はどっちに出ている』で日本アカデミー賞
などの映画賞を総なめにする。
1996年に韓国留学。

主な作品『いつか誰かが殺される』『花のあすか組！』
『Aサインデイズ』『マークスの山』
『犬、走る DOG RACE』　『豚の報い』『刑務所の中』
『クイール』『血と骨』など。
最新作 『カムイ外伝』は2009年公開。
現在、日本映画監督協会理事長。 

平成 21 年 11 月 14 日（土）	 開場／ 14：00
	 開演／ 14：30 〜 16：00
ホテルセンチュリー 21広島
　演　題　　『盲導犬と人のやさしさ。そして、社会』
　講　師　　映画監督　崔

さい

　洋
よういち

一	氏
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広島紅葉LCCN25周年記念大会【祝宴次第】
平成 21 年 11 月 14 日（土）		17：40 〜 19：10
ホテルセンチュリー 21広島　三階「プラド」
司　　会	 大会事務局長　藤原　吉元
アシスタント	 田中恵理子

１．清　　　興	 ソプラノ　　　小野田　薫
	 ビ	オ	ラ　　　吉村　喜代　　　　
	 ピ	ア	ノ　　　坂井　桂子　　　　
２．開宴の言葉	 	 	大会副委員長	 松浦　尚海

３．乾　　　杯	 	 336複合地区元協議会議長
	 	 336−C地区　地区名誉顧問	 	調子　昭雄
４．アトラクション	 ベリーダンス（エジブリ）
５．お楽しみ抽選会	 	 司　　　会	 河本　孝義
６．また会う日まで
７．閉宴の言葉	 	 実行委員長		 	加用　雅愛

広島紅葉LCCN25周年記念大会【式典次第】

１．開会ゴング並びに開会宣言	 大会会長	 ‥‥‥‥‥･･･････････‥‥‥‥池田　和好
２．国旗に礼
３．国歌斉唱
４．ライオンズクラブの歌
５．物故会員に黙祷
６．来賓紹介	 大会副委員長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山内　恒男
７．歓迎の辞	 大会委員長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥柴崎　文男
８．大会会長挨拶	 大会会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田　和好
９．スポンサークラブに感謝状贈呈	 大会会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田　和好
10．ＣＮ25周年記念事業発表	 大会副委員長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥向井　要介
11．継続事業発表
12．感謝状受領	 大会会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田　和好
13．来賓祝辞	 広島市長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥秋葉忠利様
	 336 ‐ C地区　地区ガバナー	‥‥‥‥‥‥‥玉浦　　巖
14．会員表彰	 大会会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田　和好
15．ライオンズローア	 仙台杜ＬＣ　会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥千葉　二郎
16．閉会宣言並びに閉会ゴング	 大会会長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田　和好

平成 21 年 11 月 14 日（土）		16：30 〜 17：20
ホテルセンチュリー 21広島　三階「プラド」
司　　会	 大会幹事　埋橋　純夫
アシスタント	 田中恵理子
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広島紅葉LCCN25周年記念大会【参加者名簿】

一　般　来　賓

広島市長	 	 秋　葉　忠　利　様

財団法人　日本盲導犬協会	 理事長	 井　上　幸　彦　様

広島市北部こども療育センター	 療育科長 石　木　恵　子　様

財団法人　広島県サッカー協会　常務理事	 女子委員長 猫　島　栄　治　様

財団法人　広島県サッカー協会	 副会長 三　桝　博　恵　様

広島市中区剣道育成会	 会　長 松　尾　厚　弘　様

更生保護法人ウィズ広島	 副理事長 山　田　勘　一　様

ライオンズ関係来賓（敬称略）

３３６−Ｃ地区　地区ガバナー 玉　浦　　　巖 （三原浮城ＬＣ）

３３６複合地区元協議会議長・３３６−Ｃ地区　地区名誉顧問 調　子　昭　雄 （広島平和ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　第二副地区ガバナー 寺　越　愼　一 （広島平和ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　地区名誉顧問 加　用　雅　愛 （広島紅葉ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　キャビネット会計 坂　元　　　亨 （三原浮城ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　５Ｒ　ＲＣ 今　井　桂　三 （広島佐東ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　地区YE・国際協調委員長 中　谷　本　耀 （広島若葉ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　５Ｒ地区大会参加・平和委員 松　浦　尚　海 （広島紅葉ＬＣ）

３３６−Ｃ地区　５Ｒ地区環境保全・保健福祉委員 藤　岡　　　忠 （広島五日市ＬＣ）

ご　来　賓

クラブ関係来賓（敬称略）

○スポンサークラブ
　広島平和ライオンズクラブ

	 	 会　長 宮　中　一　誠

  幹　事 小　西　　　真

  会　計 上　　　征　夫

○姉妹クラブ
　仙台杜ライオンズクラブ

  会　長 千　葉　二　郎

  幹　事 大河原　　　洋

○エクステンションクラブ
　広島シニアライオンズクラブ

  会　長 北　村　　　壽

  幹　事 平　田　英　臣

  会　計 小　坂　典　子
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広島紅葉LCCN25周年記念大会【参加者名簿】

○ブラザークラブ
　5R1Z	 広島双葉ライオンズクラブ

  会　長 吉　岡　　　宏

  幹　事 中　野　克　己

  会　計 大　草　崇　正

	 広島五日市ライオンズクラブ

  会　長 三　宝　明　義

  幹　事 辻　   　靖　志

  会　計 河　井　正　行

	 広島若葉ライオンズクラブ

  会　長 八　林　　　脩

  第一副会長 今　村　範　一

  幹　事 福　島　弘　典

　5R2Z	 広島西ライオンズクラブ

  会　長 柏　木　良　二

  幹　事 正　木　文　治

　6R1Z	 広島鯉城ライオンズクラブ

  会　長 宮　川　信　彦

  幹　事 藤　田　昭　男

  会　計 横　田　正　登

	 広島ニューライオンズクラブ

  第一副会長 池　田　靖　治

 広島フェニックスライオンズクラブ

  会　長 清　水　　　徹

  幹　事 大　野　耕　一

  会　計 仮　田　典　久

 広島もみじライオンズクラブ

  ３３６−Ｃ地区	地区青少年・ライオンズクエスト・ＬＣＩＦ委員長

	 	  栗　川　三代子

  第一副会長 籔　田　邦　子

  会　計 新　崎　節　子

クラブ関係来賓（敬称略）

　7R1Z	 広島ライオンズクラブ

  会　長 沢　近　紀　夫

  幹　事 松　枝　俊　博

  会　計 八　木　忠　士

 広島中央ライオンズクラブ

  会　長 小　野　裕　伸

  幹　事 加　川　順　一

  会　計 土　井　猛　司

	 広島ロイヤルライオンズクラブ

  会　長 大　内　義　洋

  幹　事 大　田　英　樹

  会　計 柴　田　敏　彦

	 広島ワイズライオンズクラブ

  会　長 福　原　知　彦

  幹　事 竹　本　昌　昭

  会　計 西　　　千鶴子

　7R2Z	 広島デルタライオンズクラブ

  前会長 並　川　壽　男

  幹　事 竹　村　　　茂

  会　計 脇　田　敏　嗣

	 広島太田川ライオンズクラブ

  会　長 藤　原　督　士

  幹　事 高　野　京　次

  会　計 金　本　孝　憲

	 広島清流ライオンズクラブ

  会　長 塩　田　ひとし

  幹　事 濱　　　恭　治

  副幹事 平　　　勝　憲
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広島紅葉LCCN25周年記念大会【参加者名簿】

参加クラブ（敬称略・順不同）

広島平和ライオンズクラブ

赤松　義彦　　　秋山　昇三　　　浅田　健次　　　池田　仁志

一丁畑　領　　　岩中　貞道　　　江川　政昭　　　大田　　巌

大谷　　保　　　大山　　圭　　　奥田　泰洋　　　金井　哲夫

木本　　積　　　小泉　　晃　　　坂本　政弘　　　佐々木直也

清水憲一郎　　　清水　良一　　　庄原　義人　　　杉田　　裕

住田　　開　　　武内　元成　　　竹西　博美　　　田中　哲彦

中村　敏彦　　　那須　宣晴　　　西田　満紀　　　平岡　弘史

平野　博昭　　　堀江　公子　　　真崎　敏久　　　松尾　　覚

水澄　耕造　　　森脇喜美代　　　山田　一夫　　　米今　　稔

両祖　　勝

広島双葉ライオンズクラブ

天倉　康博　　　牛尾　剛士　　　柏田　英紀　　　児玉　賢司

幡司　　勲

広島五日市ライオンズクラブ

戎　　晃司　　　長谷　信義　　　平尾 　　勝　　　野島　直樹

川村　　實

広島若葉ライオンズクラブ

木原　伸明　　　竹下　隆弘　　　高木　章好　　　松本　明雄

三谷　英明

広島シニアライオンズクラブ

大江　洋三　　　吉野　　勲　　　酒井　幸雄　　　吉村　恵洋

松本　知子　　　中本　昌二　　　田畑　栄造　　　奥本　善昭

濱井　秀敏　　　清水　紘子　　　野村　拓郎　　　藤原　通禮

村上　洋子　　　倉澤　宏子　　　茶村　達男
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広島紅葉LCCN25周年記念大会【参加者名簿】

広島紅葉ライオンズクラブ

浅尾　宰正　　　芦尾　　恒　　　池田　和好　　　池村　和朗

井手下文子　　　今井　誠則　　　埋橋　純夫　　　内田　義昭

沖野　照明　　　加用　雅愛　　　久保木利正　　　小池敬次郎

功野　博己　　　河本　孝義　　　柴崎　文男　　　新久　昭俊

武内　　正　　　竹本　克郎　　　立岩　　弘　　　田中　正弘

多山　順一　　　檀上　敏郎　　　西原　博幸　　　貫名　　徹

平川　正子　　　藤原　吉元　　　古本　幾造　　　前田　等重

松浦　尚海　　　三村　博昭　　　向井　要介　　　村井　研一

柳原　芳樹　　　山内　恒男

浅尾　典子　　　芦尾　勅代　　　池田　弘子　　　池村　純枝

埋橋　慶子　　　内田　桂子　　　沖野千恵美　　　加用　稔子

久保木典子　　　小池　友子　　　功野　博子　　　河本加奈枝

柴崎ひろみ　　　新久ちさみ　　　武内ゆかり　　　竹本恵美子

立岩　フミ　　　田中　寿子　　　多山美穂子　　　檀上真由美

西原　紀子　　　貫名　恵子　　　藤原　幸子　　　古本　昭子

前田　治江　　　松浦千鶴子　　　三村　庸子　　　向井美紀子

村井　憲子　　　柳原　則子　　　山内　敏子

仙台杜ライオンズクラブ

川原　眞也　　　熊谷　直達　　　庄子　清一　　　庄司　洋子　　　

髙野　和志　　　長嶋　利幸　　　萬　　弘義　　　大河原孝枝

元広島紅葉ライオンズクラブ会員

宇佐見　司　　　坂内　暹巧　　　橋本　清次　　　森下　正則

塩本　能尚
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◦広島市にもみじの木５本並びに記念碑を寄贈、広島市中央公園内ライオンズの森に植樹
（チャーターナイト記念事業）
◦広島わかば会援助活動開始
◦'85ワールドカップマラソン助成金を拠出
◦「アフリカ救済事業」援助資金を拠出

アクティビティ拠出総額：1,935,180円

1984.7〜85.6
初代会長
武市　泰雄

幹事：小野村和弘
会計：上原　一彦

スローガン 「友愛と寛容の精神を貫こう」

◦第一回広島県女子サッカー選手権大会を後援（その後継続事業）
◦｢障害者の日」制定記念ふれあいマラソン大会に協力金を拠出
◦お年寄りと年賀状による交流を目的に、比治山小学校の児童たちに年賀はがき1,000枚を
贈呈
◦社会福祉法人広島修道院に楽器を贈呈

アクティビティ拠出総額：1,3７9,388円

1985.7〜86.6
第二代会長
河合　　浩

幹事：三村　博昭
会計：平戸　真也

スローガン 「友愛と寛容の精神を貫こう」

◦第一回中区剣道連盟練成大会を後援（その後継続事業）
◦国際平和ステッカーを10,000枚作成し、レーガン米大統領、米ソ首脳、海外・国内クラブ
や市民に無料配布
◦ライオンズデーの奉仕活動として、ライオンズの森を清掃（その後継続事業）
◦一人暮らしのお年寄り宅を訪問し、防火点検と避難方法の指導を行い、避難用の携帯電
灯を配布� アクティビティ拠出総額：3,13２,４80円

1986.7〜87.6
第三代会長
東田　　正

幹事：加用　雅愛
会計：檜山　　誠

スローガン 「楽しく積極参加」

◦広島アジア文化会館留学生に対する援助金を拠出
◦｢暴力追放広島県民会議基金」に協力
◦広島県女子サッカー・広島皆実ＦＣ全国大会出場にともない、協力金を拠出
◦｢原爆の図」ヒロシマ展に賛同団体として協力金を拠出

アクティビティ拠出総額：２,２７２,２1４円

1987.7〜88.6
第四代会長
松村　　格

幹事：三枡　賢二
会計：建林　孝史

スローガン 「和をもって奉仕に磨きを」

◦広島市社会福祉協議会へ車椅子10台を寄贈
◦広島県山県郡加計町の水害に対する援助金を拠出
◦カセットブック「栗良平作品集第一集」を購入
◦｢ピースチャイルド広島」ミュージカルの協賛金を拠出

アクティビティ拠出総額：２,２93,２5４円（LCIF1,000 ＄含む）

1988.7〜89.6
第五代会長
新久　昭俊

幹事：久保木利正
会計：立岩　　弘

スローガン 「初心にかえって全員参加を」

◦広島市公衆衛生推進協議会主催の「平和記念公園一斉清掃」に参加
◦｢国際花と緑の博覧会」に協力金を拠出
◦第10回日本ジャンボリーに広島地区協議会から派遣する指導者への助成金を拠出

アクティビティ拠出総額：４,７9７,50６円（LCIF1,000 ＄含む）

1989.7〜90.6
第六代会長
檜山　　誠

幹事：古本　幾造
会計：今井　誠則

スローガン 「平成も　燃える奉仕の　五周年」

◦広島紅葉ライオンズクラブ社会奉仕会基金
◦広島アイバンク設立資金
◦原爆ドーム保存募金

ＣＮ５周年記念事業

＊ＣＮ５周年記念時事業総額　1２,000,000円

広島紅葉LC　25年のあゆみ
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◦｢平和カップイン広島」大会協力金を拠出
◦フィリップ・ノエル・ベーカー卿記念碑建立の助成金を拠出
◦薬物乱用防止キャンペーンに参加
◦広島県女子サッカーの広島皆実高校ＦＣ、全国大会に出場にともない、協力金を拠
出
◦姉妹都市ボルゴグラード市民へ医療品を送るための募金を拠出

アクティビティ拠出総額：1,9２3,8２9円（LCIF２,000 ＄含む）

1990.7〜91.6
第七代会長
篠田　　守

幹事：向井　要介
会計：浅尾　時好

スローガン 「愛のある奉仕で、和のある例会」

◦史跡広島城跡二の丸太鼓櫓に大太鼓を寄贈
◦㈶ひろしま角膜・腎バンクに寄付及びクラブ員の登録
◦広島県女子サッカーへの後援

ＣＮ10周年記念事業

＊ＣＮ�0周年記念時事業総額　４,７00,000円

◦雲仙岳噴火災害援助金を拠出
◦｢'91アジア音楽祭」の協賛金を拠出
◦厳島神社国宝復興寄付金を拠出

アクティビティ拠出総額：２,1６5,６38円（LCIF４,000 ＄含む）

1991.7〜92.6
第八代会長
芦尾　　恒

幹事：松浦　尚海
会計：加納　隆志

スローガン 「奉仕と例会に積極参加」

◦｢ひろしま通訳ガイド協会」への賛助金年会費を拠出（その後継続事業）
◦社会福祉法人「さくら母子寮」へ折りたたみいす30脚を寄贈
◦環境保全事業として市内繁華街２箇所において、土に溶けるごみ袋にPR文を添えて
配布
◦ライオンズクラブアジア競技大会準備基金を拠出

アクティビティ拠出総額：3,18７,６3６円（LCIF４,000 ＄含む）

1992.7〜93.6
第九代会長
小川　昌彦

幹事：天倉　国博
会計：山下　　實

スローガン 「奉仕と奉仕で積極参加」

◦腎臓バンク設立協力金を拠出
◦鹿児島県集中豪雨及び台風７号に伴う被災者への義捐金を拠出

アクティビティ拠出総額：４,６0４,039円（LCIF11,000 ＄含む）

1993.7〜94.6
第十代会長
立岩　　弘

幹事：坂内　暹巧
会計：櫨元　昭信

スローガン 例会で研こうライオンスピリット

◦アジア競技大会協力金を拠出
◦ＬＣＩＦ指定ルワンダ難民救済金を拠出
◦阪神大震災（兵庫県南部地震）義捐金を拠出

アクティビティ拠出総額：1,9６２,２７４円（LCIF5,000 ＄含む）

1994.7〜95.6
第十一代会長
今井　誠則

幹事：平戸　眞也
会計：柴崎　文男

スローガン 「手のひらを　合わせて奉仕　10周年」
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◦広島平和芸術祭協賛金を拠出
◦広島市社会福祉協議会へ点訳パソコンを八台寄贈
◦ひろしま角膜・腎バンク協会へ献眼、献腎登録に10名が登録

アクティビティ拠出総額：４,95６,91６円（LCIF10,000 ＄含む）

1995.7〜96.6
第十二代会長
浅尾　宰正

幹事：貫名　　徹
会計：加用　雅愛

スローガン 「友愛と奉仕で積極参加」

◦神田山荘へ和風庭園の寄付（㈶広島県原爆被害者療養研
修センター）
◦仙台杜ライオンズクラブと姉妹締結
◦更生保護法人�ウィズ広島へ建設資金の助成

ＣＮ15周年記念事業
◦女子サッカー優勝トロフィー
◦中区剣道大会優勝旗セット
◦広島大河ＦＣレディース全国大会出場援助金

＊ＣＮ��周年記念事業総額　４,２00,000円

◦仙台杜ライオンズクラブと友好クラブを締結
◦記録集「原爆ドーム遺産化への道」発行の協力金を拠出
◦広島ニュージーランド村に於いて、広島市北部こども療育センターの園児、家族、
職員220名を招待し、交流会を開催

アクティビティ拠出総額：3,４83,330円（LCIF10,000 ＄含む）

1996.7〜97.6
第十三代会長
古本　幾造

幹事：浜本　博文
会計：久保木利正

スローガン 「感謝の心で愛ある奉仕」

◦広島市北部こども療育センターの運動会、クリスマス会など行事に参加し、子供た
ちにお土産を持参（その後、継続事業）
◦自転車交通マナーアップ運動に関連して、セーフティバスケットを700個、寄贈
◦広島市南区出汐交差点に於いて、自転車交通マナーアップ運動を行う
◦第12回ボーイスカウト日本ジャンポリー派遣支援金を拠出
◦更生保護法人ウィズ広島へ物品を提供（その後、継続事業）

アクティビティ拠出総額：3,４8６,3２２円

1997.7〜98.6
第十四代会長
櫨元　昭信

幹事：山本　秀樹
会計：山内　恒男

スローガン 「奉仕の輪　地域社会の　架けはしに」

◦｢目の愛護デー」の協力金を拠出
◦仙台杜ライオンズクラブとの友好締結記念して植樹を行う
◦アイドリングストップキャンペーンを展開

アクティビティ拠出総額：3,810,1４６円（LCIF10,000 ＄含む）

1998.7〜99.6
第十五代会長
佐藤　博敏

幹事：西原　博幸
会計：松浦　尚海

スローガン 「21世紀へ大きくつなごうライオニズム」

◦オーストリアへＹＥ派遣学生を派遣する
◦トルコ共和国西部大地震並びに台湾大地震の義捐金を拠出
◦マイクロケラトロン電動トレパン装置一式を寄贈（５Ｒ１Ｚ合同アクティビティ）

アクティビティ拠出総額：２,４７5,5４5円（LCIF5,000 ＄含む）

1999.7〜2000.6
第十六代会長
加用　雅愛

幹事：橋本　清次
会計：三村　博昭

スローガン 「こころ」
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◦｢21世紀におくる『いのち』の標語コンテスト」を開催
◦インド地震災害義捐金を拠出
◦広島市北部こども療育センターとの合同家族例会を開催し、209名を招待する

アクティビティ拠出総額：２,91２,２88円（LCIF5,000 ＄含む）

2000.7〜01.6
第十七代会長
久保木利正

幹事：池村　和朗
会計：浜本　博文

スローガン 「和と強調」

◦グリーンキャンペーン（広島平和公園樹勢回復事業）を展開
◦米国貿易センターテロ災害犠牲者救援金を拠出
◦身障者車椅子ステッカーを寄贈
◦重度身体障害者更生援護施設「愛命園」へ寄付金を拠出
◦広島フラワーフェスティバル「きんさいYOSAKOI」音源車協賛金を拠出

アクティビティ拠出総額：２,２81,２59円（LCIF４,000 ＄含む）

2001.7〜02.6
第十八代会長
内田　義昭

幹事：山内　恒男
会計：篠田　　守

スローガン 「愛と感謝で明るい社会〜あなたが居るからクラブが在る〜」

◦韓国洪水被害への援助金を拠出
◦全国ママさんサッカー大会広告料を寄付
◦環境浄化活動の一環として広島市内中心部のピンクビラ除去作業を行う

アクティビティ拠出総額：２,3６5,２85円（LCIF６,000 ＄含む）

2002.7〜03.6
第十九代会長
坂内　暹巧

幹事：池田　和好
会計：池村　和朗

スローガン 「皆で参加　皆で感動〜貴方が動けばクラブが変わる〜」

◦第44回ＯＳＥＡＬフォーラム協力金を拠出
◦ＤＶ被害者支援の物品提供を行う
◦子供ネットウィーク事業協力金を拠出

アクティビティ拠出総額：1,７95,508円（LCIF４,000 ＄含む）

2003.7〜04.6
第二十代会長
山下　　實

幹事：柳原　芳樹
会計：前田　等重

スローガン 「感謝で奉仕　豊かな心〜他人に幸せを　吾も幸せに〜」

◦新潟中越地震義援金を拠出
◦広島県女子サッカー大会優勝校、全国大会出場協力金を拠出
◦こどもネットウィーク事業協力金を拠出

アクティビティ拠出総額：２,003,180円（LCIF６,000 ＄含む）

2004.7〜05.6
第二十一代会長
三村　博昭

幹事：竹本　克郎
会計：向井　要介

スローガン 「和の心〜自らの足元から　奉仕の輪を〜」

◦広島市北部こども療育センターのよい子とのふれあい交
流会　　　
◦女子サッカードクターボックス20箱寄贈
◦女子剣道大会優勝旗４旗

ＣＮ20周年記念事業
◦ウィズ広島　竣工記念　テレビ６台寄贈
◦LCIF　１０，０００＄
◦広島紅葉ライオンズクラブ社会奉仕会基金積み増し

＊ＣＮ�0周年記念事業総額　４,330,000円
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７月１日� LCIF$1,000会員にＬ櫨元�昭信（４回目）が登録� 111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ加用�雅愛（７回目）が登録� �111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ古本�幾造（４回目）が登録� 111,840円（金件）�
� LCIF$1,000会員にＬ柴崎�文男（１回目）が登録� �111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ新久�昭俊（１回目）が登録� 111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ沖野�照明（５回目）が登録� 111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ三村�博昭（２回目）が登録� �111,840円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ藤原�吉元（８回目）が登録� 111,840円（金件）�
� LCIF$1,000会員にＬ今井�誠則（14回目）が登録� 111,840円（金件）
� クラブよりLCIF$1,000会員を拠出� 111,840円（金件）
� クラブよりLCIF$20会員（46名分）を拠出� 102,892円（金件）
７月３日� 第17回広島県女子剣道大会にＬ７名が出席� （労件）
７月16日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにＬ５名出席� （労件）
７月16日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにお土産として花火を贈呈�

35,856円（金件）
７月20日� 「ダメ･ゼッタイ」国連支援募金� 5,994円（金件）
７月27日� LCIF$1,000会員にＬ芦尾�　恒（16回目）が登録� 110,000円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ池村�和朗（２回目）が登録� 110,000円（金件）
� LCIF$1,000会員にＬ松浦�尚海（３回目）が登録� 110,000円（金件）�
� LCIF$1,000会員にＬ柳原�芳樹（１回目）が登録� 110,000円（金件）
７月28日� 第21回広島県女子サッカー選手権大会兼第27回全日本女子サッカー選手

権大会広島県予選会代表者会議にＬ１名が出席� （労件）
８月19日� 第45回広島県地区小中学校障害児学級連合運動会を後援

10,000円（金件）
８月28日� 第21回広島県女子サッカー選手権大会兼第27回全日本女子サッカー選手

権大会広島県予選開会式にＬ11名が出席� （労件）
９月１日� LCIF$1,000会員にＬ加用�雅愛（８回目）が登録� 111,800円（金件）
９月15日� 現代国際巨匠絵画展が開催され後援　また開会式にはＬ３名が出席
� （労件）
９月19日� 第21回広島県女子サッカー選手権大会兼第27回全日本女子サッカー選手

権大会広島県予選決勝戦並びに閉会式にＬ12名が出席� （労件）
９月20日� 女子サッカー選手権大会協力金� 400,000円（金件）
９月21日� ハリケーン「カトリーナ災害援助募金を拠出� 9,200円（金件）
９月21日� LCIF$1,000会員にＬ貫名　�徹（２回目）が登録� 110,000円（金件）
10月１日� グリーンキャンペーン（広島平和公園樹勢回復事業）にＬ24名が参加
� （労件）
� グリーンキャンペーン（広島平和公園樹勢回復事業）を行うにあたり、

その諸費用として� 65,500円（金件）
10月９日� 第13回北部うんどうかいが広島市北部こども療育センターに於いて行わ

れ、Ｌ３名が参加� （労件）
10月19日� イーブンカップ広島への協賛金を拠出� 10,000円（金件）
10月19日� クラブよりLCIF$1,000会員を８口拠出� 904,000円（金件）
11月３日� 第22回中区剣道練成大会が中区スポーツセンターに於いて開催され、Ｌ

15名が出席� （労件）
11月５日� 薬物乱用防止教育認定講師養成講座が和順講堂に於いて開催され、Ｌ３

名が出席� （労件）
11月18日� ひろしま通訳ガイド協会への賛助金を拠出� 20,000円（金件）
11月18日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 8,675円（金件）
11月25日� 広島ワシントンホテルプラザに於いて、マツダ㈱技術研究所所長の松岡

孟様をお迎えし「水素自動車の現状と将来の社会」と題して環境保全講
演会を開催。ＬＬ、一般の方26名を含め総勢53名が出席� （労件）

� その諸費用として� 133,750円（金件）
12月９日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ９名が参加（労件）
12月17日� 広島市北部こども療育センタークリスマス会にＬ７名が参加� （労件）
� その土産代として� 39,454円（金件）
12月20日� 中区剣道練成大会を後援� 400,000円（金件）
１月13日� LCIF$1,000会員にＬ加用�雅愛（９回目）が登録� 117,000円（金件）
２月17日� LCIF$1,000会員にＬ池田�和好（２回目）が登録� �117,000円（金件）
３月19日� 薬物防止キャンペーンのパレードにＬ２名が参加　� （労件）
３月23日� 広島市北部こども療育センター卒園式にＬ７名が出席� （労件）
４月10日� 広島市北部こども療育センター入園式にＬ５名が出席� （労件）
４月10日� グリーンキャンペーン（樹勢回復事業）の成果確認にＬ３名が出席（労件）
５月12日� 広島いのちの電話への寄付金を拠出� 20,000円（金件）
５月29日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 10,426円（金件）
６月９日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ６名が参加（労件）
６月13日� ジャワ島地震援助金を拠出　� 23,000円（金件）
６月16日� 第18回広島県女子剣道大会にＬ10名が出席� （労件）

2005.7〜06.6

第二十二代会長
Ｌ.柴崎　文男

ＣＮ21周年記念例会

2005〜06年度

会　　　長� L.柴崎　文男
前　会　長� L.三村　博昭
第一副会長� L.向井　要介
第二副会長� L.竹本　克郎
幹　　　事� L.藤原　吉元
理　　　事（副幹事）� L.武内　　正
会　　　計� L.古本　幾造
ライオンテーマー� L.多山　順一
理事（副ライオンテーマー）� L.田中　正弘
テールツイスター� L.村井　研一
理事（副テールツイスター）� L.中村　興夫
理　　　事（第一委員会）� L.立岩　　弘
理　　　事（第二委員会）� L.河本　孝義
理　　　事（第三委員会）� L.山内　恒男
理　　　事（第四委員会）� L.松浦　尚海
理　　　事（第五委員会）� L.大久保明徳
理　　　事（第六委員会）� L.内田　義昭
会 計 監 査 � L.佐藤　博敏
会 計 監 査 � L.中野　計介

地 区 役 員 ・地 区 委 員
336–Ｃ地区ガバナー� L.加用　雅愛
336–Ｃ地区キャビネット幹事
� L.三村　博昭
336–Ｃ地区キャビネット会計
� L.櫨元　昭信
336–Ｃ地区ＰＲライオンズ情報・ＩＴ・
大会参加委員長� L.坂内　暹巧
336–Ｃ地区キャビネット副幹事
� L.橋本　清次
　　　� L.松浦　尚海
　　　� L.池田　和好
　　　� L.池村　和朗
　　　� L.貫名　　徹
　　　� L.柳原　芳樹
336–Ｃ地区キャビネット副会計　　　　
　� L.後藤　眞也
336–Ｃ地区年次大会委員長�L.今井　誠則

2005〜2006年度役員

広島県女子サッカー

環境保全講演会

スローガン 「すばらしい仲間と奉仕の輪」

加用ガバナー輩出
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2006.7〜07.6

７月16日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにＬ３名出席� （労件）
� 広島市北部こども療育センター夏祭りにお土産として花火を贈呈
� 　�35,150円（金件）
７月24日�「ダメ･ゼッタイ」国連支援募金を拠出� 6,900円（金件）
７月24日� LCIF ＄1,000会員にＬ芦尾　恒（17回目）が登録（CSFⅡ指定）
� 116,000円（金件）
７月24日� LCIF ＄1,000会員にＬ今井誠則（15回目）が登録（CSFⅡ指定）
� 116,000円（金件）
７月24日� LCIF ＄1,000会員にＬ加用雅愛（10回目）が登録（CSFⅡ指定）
� 116,000円（金件）
７月24日� クラブよりＬＣＩＦ＄20会員（44名分）を拠出� 102,080円（金件）
８月19日� 第46回広島県地区小中学校障害児学級連合運動会を後援

　　　10,000円（金件）
８月27日� 第22回広島県女子サッカー選手権大会兼第28回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選開会式にＬ10名が出席� （労件）
９月１日� アイバンクサポーター講習会にＬ１名が出席� （労件）
９月18日� 第22回広島県女子サッカー選手権大会兼第28回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選決勝戦並びに閉会式にＬ10名が出席
（労件）

９月18日� 女子サッカー選手権大会協力金� 400,000円（金件）
９月20日� 新しいアクティビティを模索するために、市内小中学校長並びに

ＰＴＡ会長にアンケートを実施　その費用として� 28,745円（金件）
９月23日� 広島市北部こども療育センターの遊具整備にＬ１名が出席（労件）
� その費用として� 23,678円（金件）
10月８日� グリーンキャンペーン（広島平和公園樹勢回復事業）にＬ20名が

参加� 　（労件）
� グリーンキャンペーン（広島平和公園樹勢回復事業）を行うにあ

たり、その諸費用として� 62,900円（金件）
10月８日� 第14回北部うんどうかいが広島市北部こども療育センターに於い

て行われ、Ｌ4名が参加� （労件）
10月20日� ボランティア用ジャンバー 100着を広島市に寄贈�115,500円（金件）
11月３日� 第23回中区剣道練成大会が中区スポーツセンターに於いて開催さ

れ、Ｌ12名が出席� （労件）
11月11日� 薬物乱用防止教育認定講師養成講座が開催され、Ｌ３名が出席

（労件）
11月20日� ひろしま通訳ガイド協会への賛助金を拠出� 20,000円（金件）
11月20日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 6,100円（金件）
11月25日� 広島市北部こども療育センターの靴箱ペンキ塗りにＬ２名が出席

（労件）
12月８日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ８名が参加

（労件）
12月17日� 広島市北部こども療育センタークリスマス会にＬ４名が参加

（労件）
� その土産代として� 42,014円（金件）
12月20日� 中区剣道練成大会を後援� 400,000円（金件）
12月20日� 広島市母子寡婦福祉連合会へミュージカルのチケットを26枚寄贈

97,500円（金件）
12月25日� 広島市北部こども療育センター餅つきにＬ１名が参加� （労件）
３月26日� 広島市北部こども療育センター卒園式にＬ６名が出席� （労件）
４月９日� 広島市北部こども療育センター入園式にＬ３名が出席� （労件）
４月19日� 能登半島地震災害支援金を拠出� 40,563円（金件）
５月11日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 5,586円（金件）
６月２日� 広島市北部こども療育センター遊具タイヤペンキ塗りにＬ２名が

参加� （労件）
６月３日� 広島県女子剣道大会が開催され、Ｌ７名が出席� （労件）
６月８日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ９名が参加

　　　（労件）

第二十三代会長
Ｌ.向井　要介

2006〜07年度

会　　　長� L.向井　要介
前　会　長　� L.柴崎　文男
第一副会長　� L.松浦　尚海
第二副会長� L.藤原　吉元
幹　　　事� L.武内　　正
理　　　事（副幹事）� L.河本　孝義
会　　　計� L.多山　順一
ライオンテーマー� L.田中　正弘
理事（副ライオンテーマー）�L.近藤　宏治
テールツイスター� L.中村　興夫
理事（副テールツイスター）�L.森下　正則
理　　事（第一委員会）� L.西原　博幸
理　　事（第二委員会）� L.山内　恒男

理　　事（第三委員会）� L.池田　和好
理　　事（第四委員会）� L.柳原　芳樹
理　　事（第五委員会）� L.檀上　敏郎
理　　事（第六委員会）� L.池村　和朗
会計監査� L.河村　幹男
会計監査� L.村井　研一
地区役員・地区委員
336–Ｃ地区前地区ガバナー
� L.加用　雅愛
336–Ｃ地区５R1Z　ZC� L.内田　義昭
336–Ｃ地区５R1Z　ZC　補佐
� L.河本　孝義

2006〜2007年度役員

月見ナイター例会

平和公園樹勢回復事業

広島シニアLCCN １周年記念例会

新年ナイター例会

スローガン 「心と心がふれあう　和の奉仕」



��

2007.7〜08.6

第二十四代会長
Ｌ.松浦　尚海

早朝清掃

2007〜08年度

山下森林庭園にてお花見例会

CN23周年記念例会でのケーキカット

広島市北部こども療育センタークリスマス会にて

７月３日� LCIF ＄1,000会員にＬ加用�雅愛（11回目）が登録（CSFⅡ）
123,000円（金件）

� LCIF ＄1,000会員にＬ松浦�尚海（４回目）が登録（CSFⅡ）
123,000円（金件）

� LCIF ＄1,000会員にＬ藤原�吉元（９回目）が登録（CSFⅡ）
123,000円（金件）

� クラブよりLCIF ＄20会員（44名分）を拠出� 108,240円（金件）
７月20日�「ダメ･ゼッタイ」国連支援募金を拠出� 7,816円（金件）
７月21日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにＬ４名出席� （労件）
� お土産として花火を贈呈� 38,649円（金件）
７月31日� LCIF ＄1,000会員にＬ芦尾�　恒（18回目）が登録（CSFⅡ）
� 123,000円（金件）
� LCIF ＄1,000会員にＬ今井�誠則（16回目）が登録（CSFⅡ）
� 123,000円（金件）
８月20日� ひろしま通訳ガイド協会への賛助金を拠出� 20,000円（金件）
８月20日� 地区緊急積立金補填金を拠出� 4,400円（金件）
８月23日� 広島市北部こども療育センターにシューズボックスを寄贈�（労件）
� 運搬にＬ６名が参加� 293,000円（金件）
８月26日� 第23回広島県女子サッカー選手権大会兼第29回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選開会式にＬ９名が出席� （労件）
９月４日� 第47回広島県地区小中学校障害児学級連合運動会を後援
� 10,000円（金件）
９月17日� 第23回広島県女子サッカー選手権大会兼第29回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選決勝戦並びに閉会式にＬ８名が出席し
優勝カップを贈呈　協力金として� （労件）

� 40,000円（金件）
９月17日� 広島市北部こども療育センターの草取り作業にＬ２名が参加

（労件）
９月20日� 中越沖地震災害援助でガスコンロ、ボンベを寄贈� 64,743円（金件）
９月20日�「安全ネットワーク」見守り支援活動のための防犯ベストを贈呈
� 57,750円（金件）
10月７日� 第15回北部うんどうかいが広島市北部こども療育センターに於い

て行われ、Ｌ５名が参加� 　（労件）
10月８日� ライオンズデーの奉仕活動として平和大通りの緑地帯の早朝清掃

を実施。Ｌ、ＬＬ、家族を合わせて19名が参加� （労件）
� またその費用を拠出。� 12,000円（金件）
11月３日� 第24回中区剣道練成大会が中区スポーツセンターに於いて開催さ

れ、Ｌ11名が出席� （労件）
11月17日� 薬物乱用防止教育認定講師養成講座が開催され、Ｌ１名が受講

（労件）
11月20日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 5,736円（金件）
12月14日� 広島市北部こども療育センタークリスマス会にＬ８名が参加　プ

レゼントに絵本を贈呈� 41,095円（金件）
12月14日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ５名が参加

（労件）
12月20日� 中区剣道練成大会を後援� 400,000円（金件）
３月25日� 広島市北部こども療育センター卒園式にＬ３名が出席� （労件）
４月９日� 広島市北部こども療育センター入園式にＬ４名が出席� （労件）
４月12日� 山下森林庭園に桜の苗木を５本植樹� （労件）
５月26日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 5,153円（金件）
６月１日� 広島県女子剣道大会が開催され、Ｌ７名が出席� （労件）
６月13日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ６名が参加

　　　（労件）

会　　　長� L.松浦　尚海
前　会　長　� L.向井　要介
第一副会長　� L.山内　恒男
第二副会長� L.武内　　正
幹　　　事� L.河本　孝義
理　　　事（副幹事）� L.檀上　敏郎
会　　　計� L.藤原　吉元
ライオンテーマー� L.近藤　宏治
理事（副ライオンテーマー）�L.竹本　克郎
テールツイスター� L.古本　幾造
理事（副テールツイスター）�L.埋橋　純夫

理　　事（第一委員会）� L.久保木利正
理　　事（第二委員会）� L.池田　和好
理　　事（第三委員会）� L.沖野　照明
理　　事（第四委員会）� L.西原　博幸
理　　事（第五委員会）� L.前田　等重
理　　事（第六委員会）� L.内田　義昭
会計監査� L.加用　雅愛
会計監査� L.多山　順一
地区役員・地区委員
336–Ｃ地区名誉顧問� L.加用　雅愛

2007〜2008年度役員

スローガン 「楽しい例会　進んで奉仕」
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2008.7〜09.6

第二十五代会長
Ｌ.山内　恒男

2008〜09年度

ウィズ広島物品提供

旧広島市民球場での例会

広島市北部こども療育センター夏祭りに参加

仙台杜LCCN25周年記念大会

７月３日� LCIF ＄1,000会員にＬ芦尾�　恒（19回目）が登録（CSFⅡ）
� 　�107,000円（金件）
� LCIF ＄1,000会員にＬ今井�誠則（17回目）が登録（CSFⅡ）
� 　�107,000円（金件）
� LCIF ＄1,000会員にＬ加用�雅愛（12回目）が登録（CSFⅡ）
� 　�107,000円（金件）
� LCIF ＄1,000会員にＬ松浦�尚海（５回目）が登録（CSFⅡ）
� 　�107,000円（金件）
� LCIF ＄1,000会員にＬ山内�恒男（２回目）が登録（CSFⅡ）
� 　�107,000円（金件）
� クラブよりLCIF ＄20会員（42名分）を拠出� 89,880円（金件）
７月18日�「ダメ･ゼッタイ」国連支援募金を拠出� 7,718円（金件）
７月26日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにＬ４名出席� （労件）
� お土産として花火を贈呈� � 40,012円（金件）
８月８日� 第48回広島県地区小中学校障害児学級連合運動会を後援

　　　10,000円（金件）
８月18日� ひろしま通訳ガイド協会への賛助金を拠出� 20,000円（金件）
８月31日� 第24回広島県女子サッカー選手権大会兼第30回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選開会式にＬ７名が出席� （労件）
９月15日� 第24回広島県女子サッカー選手権大会兼第30回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選決勝戦並びに閉会式にＬ８名が出席し
優勝カップを贈呈� （労件）

10月10日� ライオンズデーの奉仕活動としてライオンズの森の清掃を実施。
Ｌ13名が参加� （労件）

10月12日� 第16回北部うんどうかいが広島市北部こども療育センターに於い
て行われ、Ｌ３名が参加� （労件）

10月20日� 広島市北部こども療育センターにおもちゃ箱を寄贈
� 100,000円（金件）
10月20日� 広島県女子サッカー選手権大会を後援� 400,000円（金件）
11月３日� 第25回中区剣道練成大会が中区スポーツセンターに於いて開催さ

れ、Ｌ８名が出席� （労件）
11月20日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 4,400円（金件）
12月14日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ９名が参加

（労件）
12月19日� 中区剣道練成大会を後援� 400,000円（金件）
12月24日� 広島市北部こども療育センタークリスマス会にＬ６名が参加　プ

レゼントに絵本を贈呈� 50,000円（金件）
３月25日� 広島市北部こども療育センター卒園式にＬ３名が出席� （労件）
３月29日� 盲導犬支援の為の街頭募金活動を八丁堀交差点で行い、Ｌ19名が

参加　募金人数610名、募金金額は150,656円� （労件）
４月８日� 広島市北部こども療育センター入園式にＬ３名が出席� （労件）
４月30日� さんさんあさひ盲導犬法人賛助会員として寄付� 50,000円（金件）
５月９日� 島根あさひ盲導犬訓練センターの見学会に一般を含め19名が参加
� （労件）
５月17日� 盲導犬支援の為の街頭募金活動をゆめタウン広島で行い、Ｌ12名

が参加　募金人数950名、募金金額は75,331円� （労件）
５月26日� 愛と光と泉の箱募金拠出� 4,243円（金件）
５月31日� 広島県女子剣道大会が開催され、Ｌ９名が出席� （労件）
６月12日� 更生保護法人ウィズ広島への物品提供並びに搬入にＬ５名が参加

　　　（労件）

会　　　長� L.山内　恒男
前　会　長　� L.松浦　尚海
第一副会長　� L.池田　和好
第二副会長� L.河本　孝義
幹　　　事� L.檀上　敏郎
理　　　事（副幹事）� L.埋橋　純夫
会　　　計� L.池田　和好
ライオンテーマー� L.竹本　克郎
理事（副ライオンテーマー）�L.井手下文子
テールツイスター� L.加用　雅愛
理事（副テールツイスター）�L.藤原　吉元
理　　事（第一委員長）� L.三村　博昭

理　　事（第二委員長）� L.武内　　正
理　　事（第三委員長）� L.柳原　芳樹
理　　事（第四委員長）� L.池村　和朗
理　　事（第五委員長）� L.村井　研一
理　　事（第六委員長）� L.多山　順一
会計監査� L.古本　幾造
会計監査� L.久保木利正
地区役員・地区委員
336–Ｃ地区名誉顧問� L.加用　雅愛
336–Ｃ地区監査委員� L.三村　博昭
336–Ｃ地区5Ｒ地区PRライオンズ情報IT
委員� L.柴崎　文男

2008〜2009年度役員

スローガン 「なごむ　心の奉仕」
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2009.7〜09.10

第二十六代会長
Ｌ.池田　和好

５R1Z合同例会

2009〜10年度
７月17日�「ダメ･ゼッタイ」国連支援募金を拠出� 5,280円（金件）
� ひろしま通訳ガイド協会への賛助金を拠出� 20,000円（金件）
７月25日� 広島市北部こども療育センター夏祭りにＬ３名出席� （労件）
� お土産として花火を贈呈� � 39,679円（金件）
７月25日� フレスタ横川店店頭にて、盲導犬支援の為の街頭募金活動を行い、

Ｌ９名が参加　募金人数は320名、募金金額は58,619円� （労件）
８月11日� 第49回広島県地区小中学校障害児学級連合運動会を後援

　　　10,000円（金件）
８月22日� 八丁堀交差点にて、盲導犬支援の為の街頭募金活動を行い、Ｌ16

名が参加　募金人数は620名、募金金額は135,276円� （労件）
８月30日� 第25回広島県女子サッカー選手権大会兼第31回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選開会式にＬ７名が出席� （労件）
９月23日� 第25回広島県女子サッカー選手権大会兼第31回全日本女子サッ

カー選手権大会広島県予選決勝戦並びに閉会式にＬ７名が出席し
優勝カップを贈呈� （労件）

９月26日� 八丁堀交差点にて、盲導犬支援の為の街頭募金活動を行い、Ｌ13
名が参加　募金人数は450名、募金金額は106,662円� （労件）

10月10日� 第17回北部運動会が広島市北部こども療育センターに於いて行わ
れ、Ｌ３名が参加� （労件）

10月20日� 広島県女子サッカー選手権大会を後援� 400,000円（金件）

会　　　長� L.池田　和好
前　会　長　� L.山内　恒男
第一副会長（運営部会長）�L.藤原　吉元
第二副会長（事業部会長）�L.檀上　敏郎
幹　　　事� L.埋橋　純夫
理　　　事（副幹事）� L.井手下文子
会　　　計� L.柳原　芳樹
ライオンテーマー� L.三村　博昭
テールツイスター� L.久保木利正
理　　　事� L.柴崎　文男
理　　　事� L.池村　和朗
理　　　事� L.河本　孝義
理　　　事� L.武内　　正
★オブザーバー� L.村井　研一
★オブザーバー� L.平川　正子
会計監査� L.貫名　　徹
会計監査� L.松浦　尚海
地区役員・地区委員
336–Ｃ地区名誉顧問� L.加用　雅愛
336–Ｃ地区5Ｒ地区大会参加・平和委員
� L.松浦　尚海

2009〜2010年度役員

女子サッカーメダル授与

スローガン 「初心に戻り　‘We Serve’」

新球場　観客席　贈呈式 盲導犬支援募金
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浅
あさ

尾
お

宰
ただ

正
まさ Ｓ14．3．31

〠730−0833 中区江波本町15−8

TEL 294-2666　FAX 292-5889

芦
あし

尾
お

　 恒
ひさし Ｓ 6．3．31

（美容及び化粧品卸）
㈲コクリコ代表取締役

〠732−0067 東区牛田旭2−6−7

TEL 227-6418　FAX 223-8400

池
いけ

田
だ

和
かず

好
よし Ｓ23．8．17

（建設業）
㈱池芳工務店代表取締役

〠739−1734 安佐北区口田3-33-14

TEL 843-8181　FAX 843-6372

池
いけ

村
むら

和
かず

朗
お Ｓ28．2．26

（弁護士）
広島中央法律事務所代表

〠730−0013 中区八丁堀5-23−402

TEL 211-0711　FAX 211-0733

内
うち

田
だ

義
よし

明
あき Ｓ6．9．17

（店舗広告看板設計施工）
㈱共美工芸代表取締役

〠733−0034 西区南観音町12-5

TEL 294-3331　FAX 294-4892  

井
い

手
で

下
した

  文
ふみ

子
こ Ｓ34．3．21

（経営･財務運用コンサルタント業）
㈲フィナンシャルアドバイザー取締役

〠739−1734 安佐北区口田1-5-6西野ビル203

TEL 842-6445　FAX 842-6535

今
いま

井
い

誠
まさ

則
のり Ｓ22．1．5

（ホテル業）
東洋観光㈱代表取締役社長

〠730−0031 中区紙屋町1−5−14

TEL 248-2621　FAX 248-9205

埋
うず

橋
はし

純
すみ

夫
お Ｓ30．10．29

（衣料品製造、卸）
綜合繊維㈱代表取締役

〠732−0055 東区東蟹屋町11−20

TEL 263-3677　FAX 263-3676

沖
おき

野
の

照
てる

明
あき Ｓ 8．7．10

（出版・印刷業）
㈱エル･コ取締役オーナー

〠733−0833 西区商工センター 7-5-17

TEL 277-5011　FAX 277-7270

加
か

用
よう

雅
まさ

愛
よし Ｓ17．8．20

（宗教法人）
浄土宗妙慶院代表役員（住職）

〠730−0041 中区小町2-1

TEL 241-7471　FAX 241-7488

久
く

保
ぼ

木
き

  利
とし

 正
まさ Ｓ17．6．11

（歯科医師）
久保木歯科院長

〠730−0036 中区袋町5-3

TEL 247-4555　FAX 247-4770

会　員　名　簿

①氏名
②生年月日
③職種
④勤務先・役職
⑤勤務先住所
⑥勤務先 TEL・FAX

小
こ

 池
いけ

  敬
けい

次
じ

郎
ろう Ｓ14．1．3

（電気工事業）
㈱小池電気工業代表取締役

〠730−0843 中区舟入本町5-10

TEL 293-1455　FAX 293-1457



��

河
こう

本
もと

孝
たか

義
よし Ｓ37．10．23

（保険代理店業）
セイナ㈱代表取締役

〠730−0004 中区東白島町10-3-204

TEL 222-8739　FAX 222-8756

柴
しば

崎
さき

文
ふみ

男
お Ｓ21．9．28

（獣医師）
柴崎動物病院院長

〠732−0066 東区牛田本町1-10-35

TEL 228-0359　FAX 228-8607

功
こう

野
の

博
ひろ

己
み Ｓ15．11．17

（不動産取引業）
㈱千協代表取締役

〠730−0005 中区西白島町18-17

TEL 223-2266　FAX 211-0636

新
しん

久
きゅう

昭
あき

俊
とし Ｓ 2．11．24

〠734−0044 南区西霞町4-33

TEL 251-0078　FAX 256-6970

武
たけ

内
うち

　 正
ただし Ｓ37．1．23

（コンサルティング業）
㈱Benefit代表取締役

〠733−0031 西区観音町16-6-12Ｆ

TEL 532-5531　D-FAX 020-4662-2111

竹
たけ

本
もと

克
かつ

郎
ろう Ｓ28．8．18

（麺類製造業）
第一食品工業㈱代表取締役

〠734−0013 南区出島2-4-58

TEL 255-4641　FAX 255-4642

立
たて

岩
いわ

　 弘
ひろし Ｓ14．3．2

（弁護士）
立岩法律事務所所長

〠730−0012 中区上八丁堀8-26-407

TEL 227-6560　FAX 227-6681

田
た

中
なか

正
まさ

弘
ひろ Ｓ18．1．18

（カイロプラクティック）
八丁堀カイロプラクティック学院　学院長

〠730−0013 中区八丁堀11-18坪井ビル2F

TEL 225-3714　FAX 225-3726 

多
た

山
やま

順
じゅん

一
いち Ｓ25．6．5

（婦人服小売店）
㈲多山洋品店代表取締役

〠730−0035 中区本通8-24

TEL 246-8822　FAX 246-8824

檀
だん

上
じょう

敏
とし

郎
ろう Ｓ28．6．18

（管工事業）
ダン環境設備㈱代表取締役

〠739−1752 安佐北区上深川町244-1

TEL 840-1311　FAX 840-1312

 

西
にし

原
はら

博
ひろ

幸
ゆき Ｓ16．1．23

（建築設計）
㈱ひろしま建築企画代表取締役

〠730−0844 中区舟入南3-1-27

TEL 293-2618　FAX 293-2627

①氏名
②生年月日
③職種
④勤務先・役職
⑤勤務先住所
⑥勤務先 TEL・FAX

貫
ぬき

名
な

　 徹
とおる Ｓ20．3．17

（建設業（電気、空調設備工事））
大栄電業㈱代表取締役社長

〠733−0035 西区南観音1-3-3

TEL 291-3031　FAX 232-9769

会　員　名　簿



��

前
まえ

田
だ

等
ひと

重
しげ Ｓ13．3．10

（味付海苔製造販売）
㈱前田屋代表取締役会長

〠733−0833 西区商工センター 7-1-6

TEL 277-7722　FAX 277-7715

松
まつ

浦
うら

尚
なお

海
み Ｓ17．6．22

（インテリア家具卸業）
㈱二興会長

〠733−0833 西区商工センター 3-6-33

TEL 277-2532　FAX 277-3659

三
み

村
むら

博
ひろ

昭
あき Ｓ24．9．30

（仏壇･仏具･神具製造販売）
㈱三村実本店代表取締役

〠731−5136 佐伯区楽々園2-1-12

TEL 922-7771　FAX 922-6601

向
むか

井
い

要
よう

介
すけ Ｓ16．9．4

（自動車販売並びに修理）
㈱向井モータース代表取締役

〠730−0053 中区東千田町2-2-21

TEL 241-8141　FAX 245-1951

村
むら

井
い

研
けん

一
いち Ｓ16．1．7

（インテリア）
㈱ムライ代表取締役

〠730−0041 中区小町1-9

TEL 248-2476　FAX 245-7637

柳
やなぎ

原
はら

芳
よし

樹
き Ｓ25．1．13

（税理士）
㈲柳原会計代表取締役

〠730−0805 中区十日市町2-9-8-201

TEL 295-0230　FAX 295-0257

山
やまの

内
うち

恒
つね

男
お Ｓ22．3．14

（コンピューター）
山内製線㈱代表取締役

〠731−5112 佐伯区美鈴が丘南4-2-1

TEL 926-4022　FAX 929-3400

平
ひら

川
かわ

正
まさ

子
こ Ｓ28．2．11

（飲食業）
㈱ジェーイー企画代表取締役

〠731−0123 安佐南区古市1−9−1−704

TEL 879-2153　FAX 879-5344

藤
ふじ

原
わら

吉
よし

元
もと Ｓ23．9．15

（警備業）
㈱ティスコ代表取締役社長

〠732−0053 東区若草町10-12

TEL 264-0188　FAX 264-0193

古
ふる

本
もと

幾
いく

造
ぞう Ｓ17．1．26

（薬　局）
東宝薬局代表

〠730−0035 中区本通10-1

TEL 542-2225　FAX 542-1003 

①氏名
②生年月日
③職種
④勤務先・役職
⑤勤務先住所
⑥勤務先 TEL・FAX

会　員　名　簿



物　故　会　員

故　坂口　隆治
1986年４月　没 

故　三桝　賢二
1995年12月　没 

故　篠田 　守
2003年12月　没 

事　　務　　局

大久保 由美子
（初代事務局）

中道 文恵
（2代事務局）

森田 純代
（3代事務局）

品川 康子
（4代事務局）

CN25周年記念大会実行委員会　編成表

故　加納　隆志
2007年１月　没 

故　山下　 實
2005年11月　没 

大会会長
Ｌ 池 田 和 好 式 

典 

部 

会

部会長
Ｌ 山 内 恒 男

副部会長
Ｌ 檀 上 敏 郎

・会場設営、受付

・式典

・記念品

Ｌ芦尾、Ｌ井手下、Ｌ今井、Ｌ久保木

Ｌ功野、Ｌ立岩、Ｌ田中、Ｌ古本

Ｌ村井

大会委員長
Ｌ 柴 崎 文 男
大会副委員長
Ｌ 三 村 博 昭
Ｌ 向 井 要 介
Ｌ 松 浦 尚 海
Ｌ 山 内 恒 男 祝 

宴 

部 

会

部会長
Ｌ 松 浦 尚 海

副部会長
Ｌ 河 本 孝 義

・会場設営

・祝宴

・清興、余興

Ｌ内田、Ｌ竹本、Ｌ貫名、Ｌ平川実行委員長
Ｌ 加 用 雅 愛
大会幹事
Ｌ 埋 橋 純 夫

大会会計（財務）
Ｌ 柳 原 芳 樹

記
念
事
業
部
会

部会長
Ｌ 向 井 要 介

副部会長
Ｌ 武 内 　 正

・記念事業

・記念誌、記録、写真

Ｌ浅尾、Ｌ池村、Ｌ沖野、Ｌ小池

Ｌ新久、Ｌ多山、Ｌ西原、Ｌ前田大会事務局長（総務）
Ｌ 藤 原 吉 元






