


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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広島紅葉LCCN30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	‥‥‥‥‥･･‥‥‥‥	貫　名　　　徹

２．国　旗　に　礼

３．国　歌　斉　唱

４．ライオンズヒム

５．黙　　　　　祷

６．来　賓　紹　介	 大会副委員長	･･･････‥‥･‥‥‥‥	池　田　和　好

７．歓　迎　の　辞	 大会委員長	‥‥‥‥‥‥･･‥‥‥	藤　原　吉　元

８．大会会長挨拶	 大 会 会 長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	貫　名　　　徹

９．来　賓　祝　辞　　　　　　　広 島 市 長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	松　井　一　實　様

　　　　　　　　　　　　　　　　３３６－Ｃ地区		地区ガバナー	‥‥‥‥‥‥‥‥	松　尾　敏　弘

10．スポンサークラブに感謝状贈呈	 大 会 会 長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	貫　名　　　徹

11．奉仕活動の発表	 大会副委員長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	竹　本　克　郎

12．感 謝 状 受 領	 大 会 会 長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	貫　名　　　徹

13．ライオンズローア	 仙台杜ＬＣ　会長	‥‥‥‥‥‥‥‥	植　松　正　美

14．閉会宣言並びに閉会ゴング	 大 会 会 長	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	貫　名　　　徹

2014 年 11 月 21 日（金）	 17：30 〜 18：15
ホテルセンチュリー21広島　三階「プラド」
　　　　　司　　会	 埋橋　純夫
　　　　　アシスタント	 平川　正子
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広島紅葉LCCN30周年記念大会【祝宴次第】

2014 年 11 月 21 日（金）	 18：25 〜 20：10
ホテルセンチュリー21広島　三階「プラド」
　　　　　司　　会	 河本　孝義
　　　　　アシスタント	 宮原万智子

　　清　　　興	
　　　　　高橋竹山流津軽三味線　舟山会
　　　　　　　師　範　　島　村　舟　山
　　　　　　　準師範　　沖　田　舟　月

１．開宴の言葉	 大会副委員長	 ‥‥‥‥‥‥‥‥	柳　原　芳　樹

２．乾　　　杯	 336複合地区元ガバナー協議会議長
	 336-C地区　地区名誉顧問	‥‥‥‥‥‥‥	寺　越　愼　一
　
３．アトラクション　　　
　　　　　ジャズコンサート
　　　　　　　ドラム　　安　永　多陀志
　　　　　　　ベース　　中　野　　　力
　　　　　　　ピアノ　　下　本　　　滋

４．また会う日まで

５．閉宴の言葉	 大会実行委員長	 ‥‥‥‥‥‥‥‥	加　用　雅　愛

⃝ピアノ ＝ 下
した

本
もと

　滋
しげる

　出身地：広島
高校卒業後、上京し「アン スクール オ
ブ　コンテンポラリーミュージック」
ジャズピアノ科に入学。その後「飯田ジャ
ズスタジオ」（現イイダジャズスクール）
ジャズ・ピアノ科に入学。 帰広し、イ
ベント会社「夢番地」に入社し、大物アー
ティストのコンサート業務の企画等担
当。 ㈶ヤマハ音楽振興会広島支部ポピュ
ラーピアノ科講師に招かれ、７年間ピア
ノ講師を勤める。オールディーズのライ
ブハウス「最後の20セント」ハウスバン
ドのキーボードも担当。以後さまざまな
ジャズのライブハウスを変遷し、現在は

「ピアノ・バーシタモト」で演奏をメイ
ンに、出張ライブも行う。

⃝ベース ＝ 中
なか

野
の

　力
ちから

　出身地：呉市
15才でベースを始める。大学在学中に、
トロンボーンの岸永健二率いるジャズ
フュージョンバンド「アーバンコネク
ション」に参加。31才からプロ活動を開
始。1999、2000年に鈴木勲バンドのメン
バーとして西日本ツアーに参加し、04年
には渡辺等バンドのメンバーとして、仙
波清彦、桑野聖とともにレコーディング、
ライブツアーに参加。06年から満鉄＆金
ボタンのメンバーとして、上田正樹、近
藤房之助の西日本ツアーに参加。年に
150本以上のライブをこなし、参加した
ＣＤレコーディングは20タイトル以上。
現在は、広島文化学園大学、ライフワン
ミュージックスクールでベース講師を勤
めながら、ワークショップを開催。後進
の指導にも情熱を注ぐ。

⃝ドラム ＝ 安
やす

永
なが

 多
た だ し

陀志 出身地：広島
1971年早稲田大学休学中に渡米、ニュー
ヨークでジャズを学ぶ。早稲田大学中退
後、ニューヨークに定住。楽器屋やレコー
ド会社に勤めながら、ジャズドラマーと
して活躍。70年代後半からは、日本のジャ
ズ雑誌などに寄稿し、文筆業にも励む。
93年ニューヨークの有名ジャズバンド 

「STUFF」のＣＤ制作ではプロデュー
サーの一員として参加。アルバム名は 
“Made In America”。以後、現在までフ
リーランスのプロデューサー、ドラマー
として活躍し、文筆業も続ける。

♬ 安永 多陀志トリオ　プロフィール ♬
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　この度、広島紅葉ライオンズクラブのＣＮ30周年記念式典を挙行するにあたり、ご来賓各位、スポンサー

クラブをはじめ５R１Zのクラブの皆様、そして仙台より姉妹クラブの仙台杜ライオンズクラブの皆様方多

数の御臨席を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。

　広島紅葉ライオンズクラブは1984年に広島平和ライオンズクラブの25周年記念アクティビティとして５月

27日に結成、３３６－Ｃ地区で91番目、日本で2,705番目のクラブとして同年11月23日に認証状の伝達式を行っ

て以来、親クラブの広島平和ライオンズクラブやブラザークラブのご指導のもと、会員全員が友愛と相互理

解の精神を持って、地域社会と連携した奉仕活動を続けることができ、30周年を迎えることができますこと

は私たちにとって大きな喜びであります。

　記念事業としては、結成以来青少年の健全育成の一環として支援している広島県女子サッカー選手権大会

への追加支援、広島市北部こども療育センターへ光・音・匂い・振動・温度・感覚の素材を組み合わせた間

隔刺激空間を用いてリラクスゼーション活動を提供する「スヌーズレングッズ」の贈呈、目の不自由な方へ

５年間の盲導犬育成支援募金活動の成果として広島市内の女性に盲導犬１頭の提供ができることとなりまし

た。

　継続事業として更生保護法人ウイズ広島へ年２回メンバーが持ち寄った日用品をお届けし、社会復帰を目

指す方々への支援を続けています。

　姉妹クラブの仙台杜ライオンズクラブとは東日本大震災発生後仙台市若林区の小学校に合同で楽器を寄贈

させていただきました。８月に発生した広島市の土砂災害に際して、いち早く義援金をいただき熱い友情に

感謝しています。合同で広島文教女子大学附属幼稚園に、50万円を寄贈し、土砂で流された教具、体操マット、

遊具、絵本等の費用に充てていただきました。

　今日の記念大会を機に会員一同、新たな気持ちでラオニズムの高揚に努め奉仕活動に精進してまいります。

今までと変わらないご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　終わりに、皆様のご健勝とご活躍を心より祈念申し上げ、挨拶といたします。

30周年を迎えて

広島紅葉ライオンズクラブ
大会会長

貫　名　　　徹



5

　広島紅葉ライオンズクラブCN30周年記念大会開催にあたりまして、ご来賓各位をはじめ、松尾敏弘地区
ガバナー、地区名誉顧問 および 地区役員の方々　ならびにスポンサークラブ、ブラザークラブの皆様方、
ご多用のところ多数ご臨席賜りまして厚く御礼申し上げます。

　広島紅葉ライオンズクラブは、1984年（昭和59年）５月27日、日本で2705番目のライオンズクラブとし
て結成されました。以来30年、地道に着実に、奉仕活動を続けて参りました。青少年の育成事業を柱に、広
島県女子サッカー選手権大会の後援、盲導犬支援募金 および 普及啓発活動、広島市北部こども療育センター
との交流等、長年クラブ一体となって、継続して取り組んで参りました。
　盲導犬支援におきましては、毎年パレード、募金活動を重ね、今般ようやく盲導犬１頭をユーザーに貸与
できる運びとなりました。こうして一つ一つの奉仕の積み重ねが小さくも実を結び、また新たに地域社会に
種を蒔く働きとなりますことを、ライオンズとして何より誇らしく感謝する次第でございます。
　また、本年８月には「平成26年８月豪雨」により「広島土砂災害」が発生し、多くの方々が犠牲となられ
ました。 その甚大な被害を前に、会員ひとりひとり「今、何をすべきか。我がクラブに何が求められるか。 
広島紅葉ライオンズクラブだからこそ、何ができるか」と真剣に向き合い、心を寄せ合いました。 ライオン
ズとして原点に立返ることを求められたように感じます。
　本大会では、『 信じる道、気持ち新たに前進を 』をスローガンに掲げました。これはメンバー全員の気持
ちの結集であり、広島紅葉ライオンズクラブ30年の活動の集大成です。ライオンズとして、常にそれぞれが
その在り方を問い、クラブとしての行く先を見据え、繋がる道を信じて、これからも新たに進んで参りたい
と願います。

　30年の歩みの中で、ライオンズクラブ会員の皆様には、たくさんの ｢出会い」｢ご縁」をいただきました。
皆様との「出会い」と「ご縁」の輪に支えられ、本日、この日を迎えられましたこと、深く感謝申し上げます。 
誠に有り難うございました。
　これからも、広島紅葉ライオンズクラブは『信じる道』を大切に、「We Serve」に努めて参りたいと存じます。
　どうか今後とも変わりませず、ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、本日ご参会くださいました皆様方のご健勝と各クラブの益々のご発展を心からお祈
りし、歓迎、お礼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

藤　原　吉　元
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　広島紅葉ライオンズクラブがＣＮ30周年を迎えられ、盛大に記念大会が開催されますことを、心よりお喜

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30年間に渡り、地域に密着した奉仕

活動に献身的に取り組んでこられました。これまで、盲導犬支援のための募金活動並びに普及啓発活動、広

島市北部こども療育センターの子供たちとの交流活動などを通して社会福祉の増進を図られているほか、青

少年の健全育成につきましても、広島県女子サッカー選手権大会や広島県女子剣道大会を後援されるなど、

多方面に奉仕活動の輪を広げておられます。歴代会長を始めとする会員の皆様方の熱意と御努力に対し、深

く敬意を表します。

　　

　さて、広島市では、目指す都市像として「世界に誇れるまち」を掲げ、市政を推進しているところですが、

成熟社会における少子・高齢化、人口減少といった大きな時代の転換期にあって、また、本年８月、豪雨災

害で抗い難い自然の大きな力を経験したことも踏まえ、まちづくりを進める上では、「自分たちのまちは自

分たちでつくる」という意識の醸成が極めて重要だと感じています。

　まちづくりの取組は、行政のみで成し得るものではなく、自分のまちを自らもっとよくしようという思い

を持ち、実際に活動する様々な主体の協力が不可欠です。その意味で、献身的な奉仕活動を継続的に行って

おられる広島紅葉ライオンズクラブの活動は、大変心強い後押しになっています。

　皆様には、今後ともより良い社会の構築に向け御尽力いただき、本市の活力あるまちづくり、安心して生

活できる環境づくりに御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　終わりに、今大会の御盛会と、この記念すべき節目を契機とした広島紅葉ライオンズクラブの今後ますま

すの御発展、並びに会員の皆様の一層の御活躍と御健勝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。

祝　辞

広島市長

松　井　一　實
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　紅葉鮮やかな佳き日に広島紅葉ライオンズクラブチャーターナイト30周年を迎えられ輝かしい記念大会が

盛大に挙行されますことを３３６－Ｃ地区を代表して心からお祝い申し上げます。

　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年に336－Ｃ地区で91番目

に結成され、貴クラブは盲導犬支援募金活動・広島県女子サッカー大会・広島市北部こども療育センター支援・

更生保護法人ウィズ広島支援・東日本大震災被災小学校へ楽器寄贈等の奉仕活動を通して地域社会にWe 

Serveと相互理解の精神を啓発され、大きく貢献されました。

　貴クラブ30年間の歴史と伝統に336－Ｃ地区全会員が心から称賛するものです。

　ライオンズクラブ国際協会も2017年には創立100周年を迎えます。メルビーンジョーンズ創立の精神であ

る原点に思いを馳せ、地区ガバナースローガンを「原点から再出発」We Serve －改革への挑戦－ と致しま

した。

　We Serveなくしてライオンズクラブの存在は無くWe Enjoy（我々は楽しむ）なくしてライオンズの発展

は無いと思います。

　しかし、ライオンズクラブの現状は会員の減少と会員の高齢化等、非常に厳しい状況にあります。

　ライオンズクラブ会員の皆さんが組織の力である以上、クラブ活性化の最大の奉仕は会員増強と退会防止

であります。今こそ奉仕の原点に帰り将来に向けてライオンズクラブのあり方を再構築し、再出発する時で

あると思います。地区内各クラブの会員一人が一つの改革に挑戦して、ジョー・プレストン（アメリカ）国

際会長テーマ「誇りを高める」「アスク・ワン」（一人を誘おう）を理解し、ライオニズムの高揚に邁進して

いただきたいと思います。

　会員一人ひとりが「人に勝つことより、人に笑われない、自分に恥じない、決して自分に負けない」勝者

なく敗者なしの仲間づくりをして、人の信頼と期待にこたえることを常に心がけて、ライオンズクラブを

We Enjoyしてください。

　終わりに広島紅葉ライオンズクラブの益々の発展と会員皆様のご健勝ご多幸を祈念し栄えあるチャーター

ナイト30周年記念大会のお祝いの言葉とさせていただきます。

ライオンズクラブ国際協会336-Ｃ地区
地区ガバナー

松　尾　敏　弘

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブチャーナイト30周年おめでとうございます。

　1984年結成以来、ライオニズムの原点に忠実に、様々なアクティビティーを実施されて来られました。

　発足から続けられている「広島県女子サッカー選手権大会」は女子サッカーの認知度の低い30年前から熱

心に応援をされ青少年の育成も合わせて支援されました。オリンピック公式競技と成った今では、広島から

６年後の東京オリンピックへメンバーが出られる様に益々のご支援を続けられ思いが実現される事を祈念い

たします。

　チャーターナイト25周年を機に「盲導犬支援の為の募金活動並びに普及啓発活動」を開始され６年が経過

されました。毎年広島の本通り商店街を盲導犬と一緒にパレードされ盲導犬の必要性を訴え続けられていま

す。そして目の不自由な方々に盲導犬の貸与を実現されています。素晴らしいアクティビティーと賞賛させ

て頂くとともに微力ですが協力させて頂きたいと存じます。

　35年40年と30年間信じた軌跡をこれからもつづけ前進されていく広島紅葉ライオンズクラブの益々のご活

躍とメンバーのお一人お一人のご健勝を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂きます。

広島平和ライオンズクラブ
会　長

森　脇　喜美代

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブの皆様、チャーターナイト30周年、誠におめでとうございます。貴クラブは結

成以来「盲導犬支援の為の募金活動並びに普及啓蒙活動」「広島県女子サッカー選手権大会を主催」「広島市

北部こども療育センタへの援助」「更生保護法人　ウィズ広島への援助」等、多くのアクティビティを継続

実施され、地域の福祉に多大な貢献をされていますことに対し、深く尊敬の念を抱いています。

　貴クラブと我々仙台杜ライオンズクラブは、

　①地域の中核都市に立地していること

　②結成時期が近いこと（我がクラブは1983年６月にチャーターを受けています）

　③直行便があり、往来が容易であること

という共通点があったことが姉妹提携のきっかけでした。1996年11月に姉妹クラブの締結を行い、以来お互

いの周年行事以外にも交流の機会を作り、ご交誼を頂いています。

　また、2011年３月に発生した「東日本大震災」のおりには、いち早く100万円という多額の寄付金をいた

だきました。わがクラブ内で「折角のご好意を活かすいい使い道はないか」と協議した結果、わがクラブか

らも同額を拠出して、津波により被災した小学校三校に失った楽器を寄贈するアクトを実施することができ

ました。

　贈呈式の際には、336－C地区元ガバナー加用雅愛Lに同席をいただき、子供たちの笑顔をご覧頂いた事が

われわれにとっても喜びでした。今後とも姉妹友好の絆を深めていきたいと考えています。

　貴クラブの益々のご繁栄、ご発展、メンバーのご健康を祈念し、お祝いの言葉といたします。

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

植　松　正　美

祝　辞
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　広島紅葉ライオンズクラブの皆様、この度チャーターナイト30周年記念大会を迎えられ、広島シニアライ

オンズクラブ一同心よりお祝い申し上げます。

　私達広島シニアライオンズクラブは貴クラブをスポンサーとして2006年５月11日に結成され、のんびり、

楽しく、明るく労件奉仕を基に１日100円の奉仕活動を展開してきました。

　以来スポンサークラブ広島紅葉ライオンズクラブの皆様の暖かい友情とご支援を頂き、広島シニアライオ

ンズクラブの存在感を示されたことは、貴クラブのご指導の賜物と深く感謝しております。

　貴クラブにおかれては、結成以来青少年育成、福祉施設への助成、地域社会への奉仕活動など、多岐に亘

るアクティビティーを手がけられております。

　青少年育成に於いては、広島県女子サッカーの草創期に、いち早く広島県女子サッカー選手権大会を主催

され、30年に亘り大会を後援してこられたことは、女子サッカーのみならず地域の青少年育成に多大な成果

を残されました。

　常に地域社会の身近な所に目を向けられ、広島で開催されたアジア大会前年より広島通訳ガイド協会を支

援され、通訳の育成に今日まで23年間継続支援されています。

　貴クラブでは、｢奉仕させて頂く幸せ｣をスローガンに地域社会の恵まれない人々に支援、援助活動を展開

されております。

　広島市北部こども療育センターへの物心に亘る支援活動、眼の不自由な人達への盲導犬支援助成活動、又、

更生保護法人「ウィズ広島」への日用品等の提供など、長年に亘る支援援助活動は歴代会長を初め会員の皆

様の並々ならぬ日頃からの努力と、奉仕をさせて頂く心の行動力が地域密着の活動に大きな成果をのこされ

ました。

　心より敬意を表す次第です。

　この30周年を節目として、40周年、50周年とさらに飛躍されることを期待しております。

　私達広島シニアライオンズクラブも来期末には10周年を迎えます。会員の増強、労件奉仕活動に、なお一

層努力してまいります。ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い致します。

　最後に広島紅葉ライオンズクラブの皆様のご健康とご多幸を祈念して、お祝いのご挨拶といたします。

広島シニアライオンズクラブ
会　長

中　本　昌　二

祝　辞
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広島紅葉LCCN30周年記念大会【参加者名簿】

一　般　ご　来　賓

ライオンズ関係ご来賓（敬称略）

ご　来　賓

広島市長 松　井　一　實　様

公益財団法人 日本盲導犬協会 島根あさひ訓練センター センター長 横　田　　　剛　様

盲導犬ユーザー 大川原　美　樹　様

広島ハーネスの会 清　水　和　行　様

広島吹奏楽団 団　長 高　木　雅　一　様

公益財団法人　広島県サッカー協会　 会　長 小　城　得　達　様

公益財団法人　広島県サッカー協会　 副会長 三　桝　博　恵　様

公益財団法人　広島県サッカー協会　 女子委員長 猫　島　栄　治　様

更生保護法人ウィズ広島 理事長 山　田　勘　一　様

３３６－Ｃ地区　地区ガバナー 松　尾　敏　弘（福山中央ＬＣ）

３３６複合地区元ガバナー協議会議長・３３６－Ｃ地区　地区名誉顧問 調　子　昭　雄（広島平和ＬＣ）

３３６複合地区元ガバナー協議会議長・３３６－Ｃ地区　地区名誉顧問 寺　越　愼　一（広島平和ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　元地区ガバナー・地区名誉顧問 加　用　雅　愛（広島紅葉ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　キャビネット幹事 占　部　　　裕（福山中央ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　キャビネット副会計 藤　井　幸　恵（福山中央ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　5Ｒ　ＲＣ 川　村　　　實（広島五日市ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　5Ｒ1Ｚ　ＺＣ 宇　田　和　博（広島双葉ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　地区監査委員 杉　田　　　裕（広島平和ＬＣ）

３３６－Ｃ地区　5Ｒ地区GMT・GLT委員 山　内　恒　男（広島紅葉ＬＣ）
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広島紅葉LCCN30周年記念大会【参加者名簿】

ブラザークラブ（敬称略）

広島五日市ライオンズクラブ

会　長 髙山　伸介

幹　事 下戸　國夫

会　計 小田　悦子

広島若葉ライオンズクラブ

会　長 高面　治美

幹　事 宮川　泰美

会　計 飛松　愛子

広島双葉ライオンズクラブ

会　長 大田　典也

幹　事 倉本　康裕

会　計 小只　正俊

スポンサークラブ（敬称略）

広島平和ライオンズクラブ

会　長 森脇喜美代

幹　事 田中　伸治

会　計 大谷　　保

西藤　公司 

池田　仁志

一丁畑　領

岩中　貞道

上　　征夫

江川　政昭

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

庄原　義人

杉田　　裕

住田　　開

武内　元成

竹田　智道

竹西　博美

田中　哲彦

平野　博昭

松尾　　覚

三﨑　和也

水澄　耕造

宮中　一誠

山口　友之

山田　一夫

和田　　啓

エクステンションクラブ（敬称略）

広島シニアライオンズクラブ

会　長 中本　昌二

幹　事 吉村　恵洋

会　計 篠田　果成

上村　脩三

大江　洋三

奥本　善昭

香川みさか

桑江　康一

小坂　典子

酒井　幸雄

清水　紘子

田畑　栄造

茶村　達男

野村　拓郎

濱井　秀敏

平田　英臣

吉野　　勲
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広島紅葉LCCN30周年記念大会【参加者名簿】

広島紅葉ライオンズクラブ

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

河本　孝義

近藤　宏治

柴崎　文男

新久　昭俊

竹本　克郎

立岩　　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

宮原万智子

向井　要介

村井　研一

柳原　芳樹

山内　恒男

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

河本加奈枝

近藤　直美

柴崎ひろみ

新久ちさみ

竹本美恵子

立岩　フミ

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

姉妹クラブ（敬称略）

会　長 植松　正美

幹　事 佐藤　武志

会　計 関　　好治

仙台杜ライオンズクラブ（３３2－Ｃ地区　1R2Z）

大河原　洋

植松　和子

川原　眞也

川原友記子

熊谷　直達

熊谷　千代

庄子　清一

庄子　昌子

菅原　吉男

菅原　貞子

堀内　　章

堀内　　和

八木みつ子

萬　　弘義

萬　　郁子
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2008年より2014年10月までの街頭募金活動により総勢7,700人を超える皆様にご協力いただき、日本盲導犬協
会に2,025,893円、広島ハーネスの会に327,875円、お送りしました。
また、クラブから日本盲導犬協会に業務用車両を含め2,149,300円の寄付を行っております。

クラブ結成当初から続けている支援活動です。これまでの支援金額は11,859,６01円となっており、ひとりでも
多く世界で活躍できる選手が誕生することを願っています。

広島紅葉ライオンズクラブ奉仕活動

盲導犬支援の為の募金活動並びに普及啓発活動

広島県女子サッカー選手権大会への支援活動

本通りパレード 募金活動

閉会式にてメダル授与
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広島紅葉ライオンズクラブ奉仕活動

夏祭りに、クリスマス会…いつもたくさん笑顔に出会えます。ＣＮ30周年記念として、視覚や聴覚など魅了し、
様々な感覚に働きかけるスヌーズレン用品を贈呈しました。

姉妹クラブ仙台杜ＬＣとの合同アクティビティ

1997年より、年に二回、生活用品の
寄付を行っております。

広島市北部こども療育センターへの支援活動

東日本大震災　被災小学校へ楽器の寄付

更生保護法人ウィズ広島への支援活動

夏祭りに参加

贈った楽器

サンタクロースが絵本をプレゼント

贈呈式に参加の加用元地区ガバナー
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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　30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

＊ＣＮ10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８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

＊ＣＮ15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

＊ＣＮ20周年記念事業総額　４,330,000円
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◦LCIF1000＄会員に15名、計１7，０００＄登録し、クラブからも9，92０＄献金
◦環境保全講演会「水素自動車の現状と将来の社会」を開催
◦336－Ｃ地区　加用雅愛地区ガバナーを輩出

アクティビティ拠出総額：４,２1２,9４７円（LCIF1７,000＄含む）

2005.7〜06.6
第二十二代会長
柴崎　文男

幹事：藤原　吉元
会計：古本　幾造

スローガン 「すばらしい仲間と奉仕の輪」

◦広島市へボランティア用ジャンバーを100着寄贈
◦広島市母子寡婦福祉連合会へミュージカルチケットを寄贈
◦能登半島地震災害支援金を拠出

アクティビティ拠出総額：1,７４４,７1６円（LCIF3,000＄含む）

2006.7〜07.6
第二十三代会長
向井　要介

幹事：武内　　正
会計：多山　順一

スローガン 「心と心がふれあう　和の奉仕」

◦広島市北部こども療育センターへシューズボックスを寄贈
◦中越沖地震災害援助でガスコンロとボンベを寄贈
◦平和大通り緑地帯の早朝清掃を実施
◦山下森林庭園に桜の苗木５本を植樹

アクティビティ拠出総額：２,133,58２円（LCIF5,000＄含む）

2007.7〜08.6
第二十四代会長
松浦　尚海

幹事：河本　孝義
会計：藤原　吉元

スローガン 「楽しい例会　進んで奉仕」

◦広島市北部こども療育センターにおもちゃ箱を寄贈
◦広島市八丁堀交差点において、盲導犬支援の為の街頭募金活動を開始
◦島根あさひ盲導犬訓練センターの見学会を実施

アクティビティ拠出総額：1,７11,２53円（LCIF5,000＄含む）

2008.7〜09.6
第二十五代会長
山内　恒男

幹事：檀上　敏郎
会計：池田　和好

スローガン 「なごむ　心の奉仕」

◦盲導犬支援の為の街頭募金活動を６回実施
◦地域に対する奉仕活動を行っているNPO法人笑顔の光へテントを寄贈

アクティビティ拠出総額：２,２93,２5４円（LCIF1,000＄含む）

2009.7〜10.6
第二十六代会長
池田　和好

幹事：埋橋　純夫
会計：柳原　芳樹

スローガン 「初心に戻り　We Serve」

◦島根あさひ訓練センターに業務用車両１台を寄贈
◦盲導犬の理解と普及を目的とした絵本を作成　　　
◦｢盲導犬と人のやさしさ。そして社会」と題し、映画監
督　崔洋一氏の講演会を実施

ＣＮ25周年記念事業
◦広島市北部こども療育センターへ音響機器一式を寄贈
◦新広島市民球場へ車いす利用者の介助者用観客席を寄贈

＊ＣＮ25周年記念事業総額　9,530,７05円
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 2010年 金件（円） 

７月５日 ＬＣＩＦ1000会員にＬ藤原吉元（10回目）が登録 89，０００
７月16日 クラブ20＄会員を拠出 6０，52０
７月16日 ダメゼッタイ国連支援募金を拠出 5，983
７月16日 ひろしま通訳ガイド協会の賛助金拠出 2０，０００
７月20日 広島市北部こども療育センターのおもちゃ搬入にＬ２名が参加
７月24日 広島市北部こども療育センターの夏祭りにＬ６名が参加し、お

土産の花火、ヨーヨーを手渡しました。
4０，１59

８月３日 ＬＣＩＦ1000会員にＬ今井誠則（18回目・19回目）が登録 １74，０００
８月８日 広島県女子サッカー選手権大会　代表者会議にＬ１名が出席
８月20日 複合地区緊急援助資金　補填金を拠出 6，4００
８月20日 第50回広島市小中学校特別支援学級連合運動会協力金を拠出 １０，０００
８月29日 広島県女子サッカー選手権大会　開会式にＬ５名が出席
９月19日 広島県女子サッカー選手権大会　閉会式にＬ８名が出席
９月25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、Ｌ13名

が参加（募金金額　１１3，456円）
10月８日 薬物乱用防止啓発用チラシを広島市西区の中学校で配布し、

Ｌ７名が参加
10月９日 盲導犬新ユニット出発式にＬ１名が出席
10月10日 広島市北部こども療育センターの運動会にＬ２名が参加
10月20日 広島県女子サッカー選手権大会の協力金を拠出 2００，０００
11月３日 広島市中区剣道練成大会の開会式にＬ８名が出席
11月19日 愛と光と泉の箱募金を拠出 5，０００
11月19日 ５Ｒ青少年受入事業（ＹＥ）共同化資金を拠出 2０，０００
11月27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、Ｌ13名

が参加（募金金額　１36，463円）
12月20日 広島市中区剣道練成大会の協力金拠出 2００，０００
12月23日 更生保護法人ウィズ広島の物品提供並びに搬入にＬ５名が出席
12月24日 広島市北部こども療育センターのクリスマス会にＬ４名が参加

サンタクロース、トナカイに扮し、プレゼントを配りました
49，48０

 2011年
３月24日 広島市北部こども療育センターの卒園式にＬ２名が参加

３月26日 東日本大震災被災者支援の為の街頭募金を八丁堀交差点で行
い、Ｌ16名が参加　　（募金金額　１26，7１０円）

４月８日 広島市北部こども療育センターの入園式にＬ３名が参加
４月12日 東日本大震災の義援金として姉妹クラブ仙台杜ＬＣへ送金 １，０００，０００
５月20日 ＬＣＩＦクラブ献金（東日本大震災）を拠出 １39，０００ 
６月10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名が出席
６月18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、Ｌ10名

が参加（募金金額　84，０98円）
６月20日 さんさんあさひ法人賛助金（日本盲導犬協会）を拠出 5０，０００
６月25日 献眼提供者の葬儀に参列、献花 １5，75０
６月26日 広島県女子剣道大会の開会式にＬ４名が出席

合　　計 2,085,292

2010.7〜11.6

第二十七代会長
藤原　吉元

広島市北部こども療育センターへおもちゃの寄贈

2010 ～2011年度

薬物乱用防止啓発用チラシを市内中学校にて配布

CN26周年記念例会

レゾナンス宮島にて最終例会

スローガン 「みんなで楽しく　We Serve」

会　　　　　　長� 藤　原　吉　元
前　　 会　　 長� 池　田　和　好
第 �一 �副 �会 �長� 柳　原　芳　樹
第 �二 �副 �会 �長� 埋　橋　純　夫
幹　　　　　　事� 井手下　文　子
理　 事（副幹事）� 河　本　孝　義
会　　　　　　計� 今　井　誠　則
ライオンテーマー� 武　内　　　正
テールツイスター� 平　川　正　子
理事（第一委員長）� 松　浦　尚　海
理事（第二委員長）� 加　用　雅　愛
理事（第三委員長）� 柳　原　芳　樹
理事（第四委員長）� 柴　崎　文　男
会　�計　�監　�査� 内　田　義　昭
会　�計　�監　�査� 竹　本　克　郎

336－Ｃ地区　地区名誉顧問� � 加　用　雅　愛
336－Ｃ地区　５Ｒ地区会則・運営マニュアル委員� 沖　野　照　明

2010〜2011年度役員
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2011.7〜12.6

第二十八代会長
柳原　芳樹

盲導犬普及促進の為の本通りパレード

広島県女子剣道大会

三輪櫻山荘にて花見例会

第58回336－Ｃ地区年次大会

スローガン 「がんばろう日本　つなごう広島紅葉」

 2011年 金件（円） 

７月１日 クラブ20＄会員を拠出 5１，84０

７月20日 ダメゼッタイ国連支援募金を拠出 4，26１

７月20日 ひろしま通訳ガイド協会の賛助金拠出 2０，０００
７月23日 広島市北部こども療育センターの夏祭りにＬ６名が参加し、

お土産の花火、ヨーヨーを手渡しました。
4０，０75

８月５日 広島県女子サッカー選手権大会　代表者会議にＬ１名が出席

８月19日 複合地区緊急援助資金　補填金を拠出 32，０００

８月19日 第51回広島市小中学校特別支援学級連合運動会協力金を拠出 １０，０００

８月28日 広島県女子サッカー選手権大会　開会式にＬ７名が出席

９月18日 広島県女子サッカー選手権大会　閉会式にＬ７名が出席
10月８日 盲導犬普及促進のための本通りパレード行い、Ｌ15名が参加

（５R１Z合同）
59，67０

10月８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、Ｌ12名
が参加（募金金額　１０4，０9１円をハーネスの会へ）

10月20日 広島県女子サッカー選手権大会の協力金を拠出 2００，０００

11月３日 広島市中区剣道練成大会の開会式にＬ４名が出席

12月９日 更生保護法人ウィズ広島の物品提供並びに搬入にＬ８名が出席

12月20日 広島市中区剣道練成大会の協力金拠出 2００，０００

12月20日 ５Ｒ青少年受入事業（ＹＥ）共同化資金を拠出 28，０００
12月22日 東日本大震災被災小・中学校へ楽器を贈呈。贈呈式にＬ１名が

出席
12月22日 広島市北部こども療育センターのクリスマス会にＬ６名が参加

サンタクロース、トナカイに扮し、プレゼントを配りました 49，988

 2012年
３月３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、Ｌ９名

が参加（募金金額　１83，279円）
３月23日 広島市北部こども療育センターの卒園式にＬ３名が参加

４月９日 広島市北部こども療育センターの入園式にＬ２名が参加

５月11日 愛と光と泉の箱募金を拠出 3，2１０
５月12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、Ｌ12名が

参加（募金金額　１34，639円）
５月18日 ドナーバンクへマイクロケラトーム購入資金を寄付 １００，０００

５月18日 さんさんあさひ法人賛助金（日本盲導犬協会）を拠出 5０，０００

６月３日 広島県女子剣道大会の開会式にＬ３名が出席

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Ｌ５名が出席

合　　計 849,044

2011 ～2012年度

会　　　　　　長� 柳　原　芳　樹
前　　 会　　 長� 藤　原　吉　元
第 �一 �副 �会 �長� 竹　本　克　郎
第 �二 �副 �会 �長� 井手下　文　子
幹　　　　　　事� 河　本　孝　義
理　 事（副幹事）� 柴　崎　文　男
会　　　　　　計� 貫　名　　　徹
ライオンテーマー� 埋　橋　純　夫
テールツイスター� 古　本　幾　造
理事（第一委員長）� 山　内　恒　男
理事（第二委員長）� 松　浦　尚　海
理事（第三委員長）� 三　村　博　昭
理事（第四委員長）� 加　用　雅　愛
会　�計　�監　�査� 池　村　和　朗
会　�計　�監　�査� 久保木　利　正

336－Ｃ地区　地区名誉顧問� 加　用　雅　愛
336－Ｃ地区　５R１Z　ZC� 柴　崎　文　男

2011〜2012年度役員
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2012.7〜13.6

第二十九代会長
竹本　克郎

芸州本店にて月見ナイター例会

ユナイテッドカップ in グアム

盲導犬支援の為の街頭募金活動

新年ナイター例会にて恒例のかきぞめ

スローガン 「明るく　楽しく　元気を出して」

 2012年 金件（円） 

７月20日 ダメゼッタイ国連支援募金を拠出 5，595

７月20日 ひろしま通訳ガイド協会の賛助金拠出 2０，０００

７月21日 広島市北部こども療育センターの夏祭りにＬ７名が参加し、
お土産の花火、ヨーヨーを手渡しました。

4０，74０

８月26日 広島県女子サッカー選手権大会　開会式にＬ８名が出席

８月28日 九州豪雨災害への支援金を拠出 １０，０００

９月16日 広島県女子サッカー選手権大会　閉会式にＬ７名が出席

９月20日 第52回広島市小中学校特別支援学級連合運動会協力金を拠出 １０，０００

10月７日 広島市北部こども療育センターの運動会にＬ２名が参加

10月13日 盲導犬普及促進のための本通りパレード行い、Ｌ16名が参加
（５R１Z合同）

37，438

10月13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、Ｌ14名
が参加（募金金額　87，647円をハーネスの会へ）

10月19日 広島県女子サッカー選手権大会の協力金を拠出 2００，０００

11月３日 広島市中区剣道練成大会の開会式にＬ２名が出席

12月20日 広島市中区剣道練成大会の協力金拠出 １００，０００

12月20日 ハリケーンサンディの支援金を拠出 6，０００

12月21日 広島市北部こども療育センターのクリスマス会にＬ６名が参加
サンタクロース、トナカイに扮し、プレゼントを配りました

49，852

12月９日 更生保護法人ウィズ広島の物品提供並びに搬入にＬ６名が出席

 2013年

３月22日 広島市北部こども療育センターの卒園式にＬ２名が参加

４月８日 広島市北部こども療育センターの入園式にＬ２名が参加

４月13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、Ｌ12名
が参加（募金金額　１37，59１円）

５月17日 愛と光と泉の箱募金を拠出 4，００3

６月９日 広島県女子剣道大会の開会式にＬ２名が出席

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Ｌ３名が出席

６月20日 さんさんあさひ法人賛助金（日本盲導犬協会）を拠出 5０，０００

合　　計 5３３,６28

2012 ～2013年度

会　　　　　　長� 竹　本　克　郎
前　　 会　　 長� 柳　原　芳　樹
第 �一 �副 �会 �長� 河　本　孝　義
第 �二 �副 �会 �長� 加　用　雅　愛
幹　　　　　　事� 柴　崎　文　男
理　 事（副幹事）� 久保木　利　正
会　　　　　　計� 松　浦　尚　海
ライオンテーマー� 井手下　文　子
テールツイスター� 檀　上　敏　郎
理事（第一委員長）� 藤　原　吉　元
理事（第二委員長）� 山　内　恒　男
理事（第三委員長）� 貫　名　　　徹
理事（第四委員長）� 西　原　博　幸
会　�計　�監　�査� 村　井　研　一
会　�計　�監　�査� 多　山　順　一

336－Ｃ地区　地区名誉顧問� � 加　用　雅　愛
336－Ｃ地区　５Ｒ地区環境保全・保健福祉委員� 松　浦　尚　海

2012〜2013年度役員
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2013.7〜14.6

第三十代会長
河本　孝義

広島市北部こども療育センター夏祭り

2014年１月　２名入会

盲導犬支援の為の街頭募金活動

仙台杜LCCN30周年記念大会

スローガン 「今、できることを一緒に　〜 We Serve 〜」

 2013年 金件（円） 

７月19日 ダメゼッタイ国連支援募金を拠出 4，835

７月19日 ひろしま通訳ガイド協会の賛助金拠出 2０，０００

７月20日 広島市北部こども療育センターの夏祭りにＬ６名が参加し、
お土産の花火、ヨーヨーを手渡しました。

39，98１

８月20日 第53回広島市小中学校特別支援学級連合運動会協力金を拠出 １０，０００

８月20日 第99回福岡国際大会協力金（上半期）　拠出 3０，０００

９月15日 広島県女子サッカー選手権大会　閉会式にＬ６名が出席

９月15日 広島県女子サッカー選手権大会の協力金を拠出 2００，０００

10月５日 盲導犬普及促進のための本通りパレード行い、Ｌ15名が参加
（５R１Z合同）

27，4０6

10月５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、Ｌ13名
が参加（募金金額　48，887円をハーネスの会へ）

12月20日 更生保護法人ウィズ広島の物品提供並びに搬入にＬ４名が出席

12月24日 仙台杜ＬＣ姉妹提携記念樹　養生代を拠出 56，7００

12月24日 広島市北部こども療育センターのクリスマス会にＬ７名が参加
サンタクロース、トナカイに扮し、プレゼントを配りました

49，973

 2014年

２月20日 第99回福岡国際大会協力金（下半期）　拠出 3０，０００

２月20日 ＡＥＤを一台、広島市に寄贈（５R１Z�５クラブ合同） 6０，525

３月24日 広島市北部こども療育センターの卒園式にＬ２名が参加

４月８日 広島市北部こども療育センターの入学式にＬ２名が参加

４月17日 愛と光と泉の箱募金を拠出 5，437

４月19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、Ｌ20名
が参加（募金金額　１55，００5円）

５月20日 さんさんあさひ法人賛助金（日本盲導犬協会）を拠出 5０，０００

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Ｌ10名が出席

６月20日 世界スカウトジャンボリーへの支援金を拠出 62，０００

合　　計 ６4６,857

2013 ～2014年度

会　　　　　　長� 河　本　孝　義
前　　 会　　 長� 竹　本　克　郎
第 �一 �副 �会 �長� 貫　名　　　徹
第 �二 �副 �会 �長� 柴　崎　文　男
幹　　　　　　事� 久保木　利　正
理　 事（副幹事）� 平　川　正　子
会　　　　　　計� 加　用　雅　愛
ライオンテーマー� 山　内　恒　男
テールツイスター� 藤　原　吉　元
理事（第一委員長）� 池　田　和　好
理事（第二委員長）� 柳　原　芳　樹
理事（第三委員長）� 松　浦　尚　海
理事（第四委員長）� 柴　崎　文　男（兼任）
会　�計　�監　�査� 井手下　文　子
会　�計　�監　�査� 埋　橋　純　夫

336－Ｃ地区　地区名誉顧問� 加　用　雅　愛

2013〜2014年度役員
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2014.7〜14.10

第三十一代会長
貫名　　徹

LCIF 1,000＄会員　登録

広島土砂災害義援金として広島文教女子大学付属
幼稚園に寄付（仙台杜LC合同アクティビティ）

スローガン 「仲間を増やして 新たなスタート We Serve」

広島県女子サッカー選手権大会でのメダル授与 盲導犬普及促進の本通りパレード

会　　　　　　長� 貫　名　　　徹
前　　 会　　 長� 河　本　孝　義
第 �一 �副 �会 �長� 池　村　和　朗
第 �二 �副 �会 �長� 久保木　利　正
幹　　　　　　事� 平　川　正　子
理　 事（副幹事）� 加　用　雅　愛
会　　　　　　計� 三　村　博　昭
ライオンテーマー� 池　田　和　好
テールツイスター� 松　浦　尚　海
理事（第一委員長）� 柳　原　芳　樹
理事（第二委員長）� 竹　本　克　郎
理事（第三委員長）� 多　山　順　一
理事（第四委員長）� 柴　崎　文　男
会　�計　�監　�査� 村　井　研　一
会　�計　�監　�査� 井手下　文　子

336－Ｃ地区　地区名誉顧問� � 加　用　雅　愛
336－Ｃ地区　５Ｒ地区GMT・GLT委員� � 山　内　恒　男

2014〜2015年度役員

 2014年 金件（円） 

７月１日 クラブ20＄会員を拠出 63，86０

７月17日 LCIF�1000会員にＬ貫名　徹（３回目）が登録 １０3，０００

７月17日 LCIF�1000会員にＬ今井誠則（20回目）が登録 １０3，０００

７月18日 ダメゼッタイ国連支援募金を拠出 4，43１

７月18日 ひろしま通訳ガイド協会の賛助金拠出 2０，０００
７月19日 広島市北部こども療育センターの夏祭りにＬ９名が参加し、

お土産の花火、ヨーヨーを手渡しました。
4０，０００

８月３日 広島県女子サッカー選手権大会　代表者会議にＬ１名が出席

８月20日 第54回広島市小中学校特別支援学級連合運動会協力金を拠出 １０，０００

８月20日 第99回福岡国際大会協力金（上半期）　拠出 3１，０００

８月19日 複合地区緊急援助資金　補填金を拠出 24，8００

９月９日 広島県女子サッカー選手権大会の協力金を拠出 2００，０００

９月14日 広島県女子サッカー選手権大会　閉会式にＬ11名が出席
９月30日 広島土砂災害義援金として、広島文教女子大学附属幼稚園に寄付

（仙台杜LCより送られてきた義援金2００，０００円と合わせて5００，０００円）
3００，０００

10月11日 盲導犬普及促進のための本通りパレード行い、Ｌ16名が参加
（５R１Z合同）

43，１62

10月11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、Ｌ13名
が参加（募金金額　92，48０円をハーネスの会へ）

10月12日 広島市北部こども療育センターの運動会にＬ２名が参加

合　　計 ６３0,2３1

2014 ～2015年度
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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

池
いけ

田
だ

和
かず

好
よし Ｓ23．8．17

（建設業）
㈱池芳工務店　取締役会長

〠 739−1734 安佐北区口田3-33-14

TEL 843-8181　FAX 843-6372

1992.９入会

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

CM

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

1993.11入会

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

CM

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

CM

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

CM

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1-8-17-404

TEL 842-6445　FAX 842-6535

2006.２入会

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

2006.６入会

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

2000.３入会

近
こん

藤
どう

宏
こう

治
じ Ｓ37．2．3

（建設業）
㈲近藤工務店　代表取締役

〠 735−0012 安芸郡府中町八幡4-12-3-1

TEL 283-7353　FAX 283-7707

2014.１入会

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　取締役会長

〠 733−0034 西区南観音町12-5

TEL 294-3331　FAX 294-4892  

1988.３入会

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

〠 733−0012 西区中広町1-16-4

TEL 277-2000　FAX 277-2030

CM
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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

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

CM

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

CM

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

〠 733−0035 西区南観音1-3-3

TEL 291-3031　FAX 232-9769

CM

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 

CM

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

CM

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

CM

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

CM

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

1993.11入会

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

2007.２入会

藤
ふじ

原
はら

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

1995.１入会

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

1985.10入会

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

 
1997.５入会
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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

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

CM

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

CM

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 050-3737-1009

CM

向
むか

井
い

要
よう

介
すけ Ｓ16．9．4

〠 730−0053 中区東千田町2-2-19

TEL 544-3575　FAX 544-3575

CM

宮
みや

　原
はら

　万
ま ち こ

智子 Ｓ37．7．24
（保険業）

マニュライフ生命保険㈱ ユニットマネージャー

〠 732−0825 南区金屋町2−15　3Ｆ

TEL 262-7800　FAX 262-7807

2014.１入会

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

1996.９入会

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

〠 730-0852 中区猫屋町3-2　3階

TEL 295-0230　FAX 295-0257

1997.７入会



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）

CN30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　芦尾　恒
2011年２月　没 

故　山下　 實
2005年11月　没 

大会会長
貫 名 　 徹 式 

典 

部 

会

部会長
池 田 和 好

副部会長
埋 橋 純 夫

・会場設営
・受付
・式典
・記念品

今井、古本、宮原
村井、山内、小池
立岩、向井

大会委員長
藤 原 吉 元

大会副委員長
池 田 和 好
柳 原 芳 樹
竹 本 克 郎
河 本 孝 義 祝 

宴 

部 

会

部会長
柳 原 芳 樹

副部会長
河 本 孝 義

・会場設営
・祝宴
・清興、余興

池村、内田、久保木
檀上、松浦、新久

実行委員長
加 用 雅 愛

大会幹事
平 川 正 子

大会会計（財務）
三 村 博 昭

記
念
事
業
部
会

部会長
竹 本 克 郎

副部会長
柴 崎 文 男

・記念事業
・記念誌
・記録、写真

沖野、近藤、西原
多山、前田大会事務局長（総務）

井 手 下  文  子




