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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

1980（昭和55）年2月17日結成式　 1980（昭和55）年5月18日チャーターナイト

Ｌ穐田　武男 Ｌ桑原　幸男 Ｌ橋口　勝利 Ｌ山下　健司 Ｌ安倍　松夫 Ｌ樵田　和幸
Ｌ馬場　典男 Ｌ大和　直琴 Ｌ諌山　一成 Ｌ後藤　　武 Ｌ原　　歳治 Ｌ山本　鉄男
Ｌ井上　淳信 Ｌ小林　菊馬 Ｌ平川　信之 Ｌ吉田　　勲 Ｌ井上　　守 Ｌ小松　正登
Ｌ藤下　政則 Ｌ吉元　貞徳 Ｌ上田　智章 Ｌ宗　　雅彦 Ｌ政元　克憲 Ｌ吉村　徳雄
Ｌ上田　久詔 Ｌ宮　　　弘 Ｌ脇園　　茂 Ｌ利根　雅嘉 Ｌ宮脇　良英 Ｌ徳安三之助
Ｌ江崎　速水 Ｌ中畑　直之 Ｌ村上　孝昭 Ｌ太田　正敏 Ｌ中山　澄夫 Ｌ村上　保廣
Ｌ大谷　倫資 Ｌ本松　正樹 Ｌ奥野　　弘 Ｌ野原　光弘 Ｌ森田　　昭 Ｌ浮須東洋男
Ｌ尾崎　秀夫 Ｌ野村　澄夫 Ｌ安松　正行 Ｌ金丸　正勝 Ｌ野村　昌照 Ｌ矢野　貞行
Ｌ名和田博義

北九州紫水ライオンズクラブ

35周年記念

我々は挫けません  あきらめません
力強く奉仕します



2

AnniversaryThe
35th

C O N T E N T S

35周年記念式典式次第・祝宴プログラム	 …3

祝　辞	 …5

来賓紹介	 …13

表彰関係	 …14

歴代三役	 …15

35周年記念式典組織表	 …16

35周年記念アクティビティ	 …17

35周年記念チャリティゴルフ大会	 …21

35周年記念チャリティコンサート	 …25

釜山釜慶LC会長離就任式表敬訪問	 …28

思い出のアルバム	 …30

北九州紫水LCメンバー紹介	 …35

北九州紫水LC構成表	 …39



3Kitakyushu Shisui  Lions Club

北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

35周年記念式典式次第
司会　大会幹事　Ｌ彦田　純一　　アシスタント　Ｌ新田	美恵子

1．開会宣言並びに開会ゴング	 大会会長　　Ｌ合原　	真司
2．大韓民国国旗・日本国国旗に敬礼
3．大韓民国国歌・日本国国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
4．歓迎のことば	 大会実行委員長　　Ｌ飯野　	　強
5．来賓並びに地区役員、参加クラブ紹介	 	 大会実行委員会幹事　　Ｌ春田　	知見
	 アシスタント　　Ｌ新田	美恵子
6．大会会長挨拶	 大会会長　　Ｌ合原	　真司
7．来賓祝辞	 北九州市長　　北橋　	健治	様
8．ガバナー祝辞	 ３３７−Ａ地区ガバナー　　Ｌ桑田　	貞治
9．第 99 回福岡国際大会ホスト委員長祝辞	 元国際理事　　Ｌ不老　	安正
10．記念事業の発表	 記念事業部会長　　Ｌ金海	　慶治
11．記念品目録贈呈	 大会会長　　Ｌ合原	　真司
12．受納者より感謝状　受納者代表挨拶	 ㈱ギラヴァンツ北九州　代表取締役　　横手　		敏夫	様
13．姉妹クラブ牛深ＬＣ会長祝辞	 牛深ＬＣ会長　　Ｌ山口　	健三
14．姉妹クラブ釜山釜慶ＬＣより協賛金受納	 釜山釜慶ＬＣ会長　　Ｌ康　　	明浩
15．姉妹クラブ釜山釜慶ＬＣ会長祝辞	 釜山釜慶ＬＣ会長　　Ｌ康　	　明浩
16．祝電披露	 アシスタント　　Ｌ新田	美恵子
17．ライオンズ・ローア	 第二副地区ガバナー　　Ｌ田中	　孝文
18．閉会のことば	 大会名誉会長　　Ｌ吉田	　　勲
19．閉会ゴング	 大会会長　　Ｌ合原　	真司

祝宴プログラム
司会　総務部会長　Ｌ泉　　義隆　　　　　　　　　　　　　　

1．開宴のことば	 第一副会長　　Ｌ春田	　知見
2．乾杯	 1R	RC　　Ｌ松井	　四郎
　　太鼓	 神洲太鼓　美保の会
3．歓談
4．アトラクション	 マジック　ＷＩＳＨ
5．ラッキーカード抽選会
6．また会う日まで
7．閉宴のことば	 第二副会長　　Ｌ神元	　道徳
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ごあいさつ

　　歓迎のごあいさつ

　　　　北九州紫水ライオンズクラブ
35 周年　大会会長　　Ｌ合原　真司

　春爛漫、桜花満開のこの佳き日に、北九州紫水ライオンズクラブ結成 35 周年記念式典を開催する
に当たり、公務ご多忙な折にも関わりませず、北九州市長・北橋健治様をはじめ、多数のご来賓の方々
のご臨席を賜り、また 337 − A地区ガバナーＬ桑田貞治、元国際理事Ｌ不老安正をはじめ地区名誉
顧問及びキャビネット役員の方々、そして 355 − A地区より、釜山・釜慶ライオンズクラブ、337
− E地区より牛深ライオンズクラブの２姉妹クラブ、エクステンションクラブの北九州小笠原ライ
オンズクラブ、北九州第一ライオンズクラブの会長を始め、多くのブラザークラブの会員の皆様のご
臨席を賜りました事をここに会員一同を代表して心より御礼申し上げます。
　当クラブは、1980 年２月 17 日にチャーターメンバー 49 名を以って、結成式を行い、日本で 2390
番目、同年５月に認証状伝達式を挙行いたしました。
　歴代会長のリーダーシップのもと、会員一同は日々努力と精進を重ね、地域社会に密着した奉仕の
活動の輪を拡げてまいりました。結成の当初より 35 年間行われております、障害者福祉事業所『き
く工芸舎』への支援は我々クラブの金看板の一つになろうとしております。
　また、この度は 35 周年記念事業の一環として、親子の『絆』を大切に、子供たちの健全育成、北
九州に活性化をと『ギラヴァンツ北九州』を始め、７団体への機材の寄贈や金銭の支援を致しました。
　２年後には、ライオンズクラブが 100 周年を迎える今、確実に時代の流れと共に、クラブの財産
でもある会員のメンバー数が減少してきておりますが、100 周年を超えての新しい光の中を進んでい
く、私共北九州紫水ライオンズクラブは、本日ここに 35 周年と云う、記念すべき佳き日を迎えるに
あたり、尚一層の会員増強と、ライオンズとしての『誇り』を大切にし『	We	Serve	』の精神のもと、
地域社会の実情に合って、質の良い愛ある奉仕活動を目指し、今後さらなる努力を積み重ねて参る所
存であります。
　本日は、ここに多くの皆々様方に、ご臨席頂きました事を、あらためて御礼申し上げますと共に、
最後になりますが、本日ご臨席のご来賓の皆様方や各ライオンズクラブのメンバーの益々のご繁栄、
ご多幸、ご健勝を心より祈念致しまして、歓迎のご挨拶とさせて頂きます。
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　　ご 挨 拶

　　　　北九州紫水ライオンズクラブ
35 周年　大会実行委員長　　Ｌ飯野　　強

　親しきミレニアム時代の幕開け、麗春の今日の良き日に、北九州紫水ライオンズクラブ結成 35 周
年式典を挙行出来ますことを光栄に存じます。
　本日は、公私共に大変ご多忙な中、ご来臨賜りました。ご来賓・キャビネット役員の皆々様方、そ
して姉妹クラブである337− E地区牛深ライオンズ。335−A地区釜山、釜慶ライオンズクラブ始め、
多くのブラザーズクラブの皆々様方に参加頂き、厚く御礼申し上げます。クラブ員一同、心より皆々
様を歓迎致します。
　私達北九州紫水ライオンズクラブは 1980年２月 17日に結成を行いました。以来 35年、その間色々
な難問や苦労もございましたが、ライオニズムの精神を忘れることなく、奉仕の灯火を灯し続けてま
いりました。これからもさらなる精神をつづけて参りたいと、会員一同、心を新たにしております。
　本日は、多くの皆々様方にご参列頂き、ありがとうございます。重ねて御礼申し上げます。
　最後になりましたが皆々様方のご健勝を心より祈念申し上げ、歓迎のご挨拶と致します。
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祝　辞

　　祝　辞

　北九州市長　　北橋　健治

　北九州紫水ライオンズクラブが結成 35 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。
　貴クラブは、昭和 55 年の結成以来、「We	Serve」の精神のもと、献血街頭啓発活動をはじめ、障
害福祉サービス事業所への支援や、薬物乱用防止キャンペーンへの参加など、様々な活動に積極的に
取り組まれ、地域社会の発展に大きく貢献してこられました。
　歴代会長をはじめ、会員の皆様の長年にわたるご尽力に心より敬意を表しますとともに、深く感謝
を申し上げます。
　また、結成 35 周年記念事業の目玉として、プロサッカークラブ「ギラヴァンツ北九州」の「親子サッ
カーフェスタ」への支援を行われるなど、次代を担う子ども達に夢を与えられるとともに、親子でふ
れあう貴重な時間を提供していただくことはとても意義のあることです。
　本市は現在、地域の活性化や、安全・安心なまちづくりへの取組を進めていますが、これには地域
社会の繋がり、共助の精神が大変重要です。こうした中、貴クラブのライオニズム精神に基づく地域
に密着した活動が果たされる役割は非常に大きく、私たちも大変心強く感じています。
　皆様には、地域に根ざした活動によって培われた知識や経験をもとに、今後とも、より一層のご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、北九州紫水ライオンズクラブの今後ますますのご発展と、会員の皆様のご健勝を祈念いた
しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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　　Lions clubs International

　　　　ライオンズクラブ国際協会
国際会長　　Ｌジョー・プレストン

　北九州紫水ライオンズクラブ御中

　このたびは結成 35 周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。

　周年記念は、これまでクラブが成し遂げてきたことを顧みると同時に、新たな奉仕の可能性を望む
機会です。達成した成果を祝いつつ、さらなる向上を目指し新たな道を探る必要があります。皆様が
これまで、思いやりの心を持ち、人々に援助の手を差し伸べようと献身的にご尽力くださったお蔭で、
ライオンズクラブ国際協会は、およそ一世紀に渡りグローバル・リーダーの地位を維持することがで
きました。

　貴クラブは、チームとして一致団結すれば、一人が行うよりも一層大きなことを成し遂げることが
できるのだということに気が付いた、思いやりある有志によって結成されました。協力すれば、私た
ちは地域で、そして世界で数えきれない人々の人生を変えることができます。力を合わせれば、奉仕
を通じて誇りを高めることができます。共に取り組めば、達成できることは無限です。	

　重ねて、貴クラブの周年記念をお祝い申し上げます。引き続き、奉仕における貴クラブのますます
のご発展をお祈りいたします。
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祝　辞

　　祝　辞
　　　元　国際理事

第 99 回国際大会ホスト委員会　委員長　　Ｌ不老　安正

　陽春の候、北九州紫水ライオンズクラブの結成 35 周年、誠におめでとうございます。
　本日ここに、35 周年記念式典が盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。
　貴クラブは 1980 年２月、北九州小倉南ライオンズクラブのスポンサーにより結成されました。以
来 35 年、ライオニズムの精神のもと、地域に密着した奉仕活動を実施され、地域社会の発展に貢献
されてきました。
　その中でも特に福祉事業に力を注がれ、30 年間以上にわたる障がい者福祉施設に対しての継続支
援をはじめ、難病患者の会、特別支援学校、金山川ボランティア公園への支援等、愛情あふれる活動
を実施されています。又、北九州プロ・サッカーチーム親子サッカー教室への援助など、青少年健全
育成にも積極的に取り組まれ明るい社会づくりに大いに貢献されています。これらの地域活動に対し
市民の方からも確かな評価と称賛をうけられ、しっかりと地域に根ざしたクラブとして愛されておら
れます。心より賛辞をお送りするとともに、今後の貴クラブの活動に大いに期待しております。
　日々、変化する時代にあって、ライオンズクラブは今、求められるニーズを的確に捉え、迅速に対
応することが強く望まれています。
　今期、ジョー・プレストン国際会長は、「誇りを高める」をテーマとされ、「奉仕」「会員増強」「ク
ラブの強化」「リーダーシップ」「独創力」を通して誇りを高めようと呼びかけておられます。私たち
も誇り高きライオンズの「プライド」を胸に「勇気」と「信念」をもって、たゆまず努力を続けて行
くことが求められています。
　最後になりましたが、この 35 周年を契機として貴クラブがますます地域のリーダーシップを発揮
され、さらなる発展と皆様方のご健勝ご多幸を祈念申し上げ、お祝いのことばと致します。
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　　祝　辞

　　　　ライオンズクラブ国際協会 337 − A地区
ガバナー　　Ｌ桑田　貞治

　春爛漫の候、本日ここに北九州紫水ライオンズクラブ結成 35 周年記念式典が盛大かつ厳粛に開催
されるに当たり、337 − A地区を代表いたしまして心よりお祝い申し上げます。
　貴クラブは1980年２月17日、北九州小倉南ライオンズクラブのスポンサーにより結成されました。
以来 35 年の永きにわたり、地域貢献事業を継続され、ライオニズムの高揚にご尽力いただいていま
すことに敬意を表すと共に、深く感謝申し上げます。特に福祉活動において障害者施設への長年にわ
たる支援、明るい社会づくり運動への支援等地域に根差した活動を継続され、姉妹クラブ韓国釜山釜
慶ライオンズクラブとの子弟交換など国際的にも広く事業を展開されています。
　さて今年６月ハワイ国際大会でＬ山田實紘国際会長が誕生予定で、2016 年６月ライオンズクラブ
国際大会が福岡市で開催され、2017 年にはライオンズクラブ創立 100 周年を迎えます。今期の国際
会長Ｌジョゼフ・プレストンは奉仕を通じて、会員増強を通じて、クラブ強化・リーダーシップ等を
通じて「誇りを高める」をテーマとして掲げています。
　貴クラブにおかれましても 35 周年の主な事業として、「ギラヴァンツ北九州」親子サッカー教室等、
積極的にアクティビィティに取り組まれ、会員の絆を強め、協調と相互理解の精神を持って、地域社
会に密着した奉仕活動を今後益々充実していかれることを、ご祈念申しあげまして、お祝いの言葉と
いたします。
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　　祝　辞

　　　　北九州小笠原ライオンズクラブ
会長　　Ｌ井上　　弘

　花薫る、このよき季節、北九州紫水ライオンズクラブ結成 35 周年を迎えられ、輝かしき伝統ある
貴クラブに対してこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
　我々北九州小笠原ライオンズクラブは 1994 年 11 月 27 日に北九州紫水ライオンズクラブ 15 周年
式典「エクステンション」スポンサーより結成 20 周年を迎えることになりました。
　小笠原ライオンズクラブは日本で 3174 番目、337 − A地区で 110 番目、北九州で 23 番目のクラ
ブとして誕生 1995 年３月 27 日に 49 名の認証伝達式がリーガロイヤルホテル小倉で催されました。
　小笠原ライオンズクラブも 20 年を迎え、初心にかえり一つの節目であり、ライオンズの誓いでも
あります「知性を高め、社会奉仕に精進する」を今一度かみしめ、we	serve の精神に徹すべく勢力
を重ねてまいりたく存じます。
　さて貴クラブは今日まで、幾多の難関を克服され、団結と協調、着実に今日の功績が物語っている
ものと思われます。
　アクティビティー活動においてもブラザークラとの合同キャンペーン、合同献血、青少年の健全育
成事業等々奉仕の輪を広げて、地域社会の人々を参加させる奉仕活動をされています。
　また去年８月には集中豪雨により、広島では土砂災害に死者 74 名、９月 27 日は御嶽山噴火（水
蒸気爆発）により、死者 57 名、行方不明６名もの尊い命が奪われました。
　自然災害や噴火後から全国より駆けつけたボランティアの活動は希望をなくして生きるのがつらい
と言っていた被災者に勇気と希望、友情を抱かせたといわれております。
　社会奉仕の大切さを教えられた年でもありました。
　最後になりましたが、貴クラブの 35 周年を迎えられ、50 年、80 年と更なる発展を遂げられ同時
に会員各位のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

　　祝　辞

　　　国際ライオンズ協会 355 − A地区　釜山釜慶ライオンズクラブ
会長　　Ｌ康

カン
　明
ミョンホ
浩

　木々に希望の新しい芽が芽吹く季節。

　この世の万物が新しいスタートを知らせる
４月、紫水ライオンズクラブ 35 周年記念式
典を心からお祝いいたします。姉妹クラブを
代表し祝辞を述べることになり、たいへん光
栄に思うと同時に、合原真司会長をはじめ、
歴代会長、会員の皆様に健康な姿で再会する
ことができ、とても嬉しく思います。
　また、姉妹クラブとして見せていただいた
深い関心と、友情に感謝し、これからも紫水
ライオンズクラブと釜慶ライオンズクラブの
関係発展に最善を尽くすことをお約束いたし
ます。
　最後に、紫水ライオンズクラブ 35 周年記
念式典をもう一度祝し、御参席される皆様の
幸福と健康を祈願します。
　ありがとうございました。

2015 年４月 10 日　
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祝　辞

　　祝　辞

牛深ライオンズクラブ　会長　　Ｌ山口　健三

　春、春、春めくこの佳き日に北九州紫水ライオンズクラブが 35 周年を迎えられ記念例会を開催されますこ
とを、心よりお慶び申し上げますと共に、牛深ライオンズクラブ会員一同を代表して、お祝い申し上げます。

　さて、貴北九州紫水ライオンズクラブは 1980 年２月に結成されて以来、35 年の長きに渡り歴代会長を中
心に会員の皆様が一体となり青少年育成事業、社会福祉事業等々の社会貢献をされ「We	Serve」の精神
により、地域社会に高い評価を受けられておられることに心より敬意を表します。
また、北九州紫水ライオンズクラブと、私共牛深ライオンズクラブとは、1984 年８月に相互理解の精神と友
愛の心を基に姉妹提携を結び、周年記念大会の相互交流やレオ交換会などを通じて親睦を深めてきました。
これからも互いのクラブの特徴を生かしながら、地域社会に貢献し、ライオニズムの高揚と貴クラブとの友好
関係を深めてまいりたいと思います。

　終わりに、北九州紫水ライオンズクラブが、これからも、益々発展される事を願い、貴クラブ会員の皆様
のご活躍とご多幸を祈念し、お祝いの言葉と致します。
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

 一 般 来 賓

北九州市長	 北　橋　健　治	様

株式会社ギラヴァンツ北九州代表取締役	 横　手　敏　夫	様

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会きく工芸舎事業所長	 大　瀬　弥　生	様

明るい社会づくり運動北九州地区協議会会長	 福　丸　清　生	様

ＮＰＯ法人則松金山川コスモス会理事長	 田　仲　常　郎	様

福岡県立小倉聴覚特別支援学校教頭	 島　津　快　忠	様

先天性ミオパチーの会代表代行	 伊　藤　はつ江	様

 ライオンズ関係来賓

元国際理事　　　　　　　　　
第99回国際大会ホスト委員長 	 Ｌ不　老　安　正

337―A地区ガバナー	 Ｌ桑　田　貞　治

337―A地区第一副地区ガバナー	 Ｌ藤　井　勝　彦

337―A地区第二副地区ガバナー	 Ｌ田　中　孝　文

337―E地区元ガバナー	 Ｌ椿　　　幸　男

元ガバナー	 Ｌ和　田　政　市
元ガバナー・　　　　　　　　　　　　	
LCIF国際委員西日本エリアリーダー 	 Ｌ澁　田　繁　晴
元ガバナー・　　　　　　　
GLT地区コーディネーター 	 Ｌ麻　生　好　彦
元ガバナー・　　　　　
337複合地区YCE委員長	 Ｌ吉　田　　　勲

元ガバナー	 Ｌ松　井　和　子

キャビネット幹事	 Ｌ井　上　正　幸

キャビネット会計	 Ｌ泉　　　　　元
337複合地区国際関係・
国際大会副委員長　 	 Ｌ飯　野　　　強

1R.RC	 Ｌ松　井　四　郎

4R.RC	 Ｌ内　海　　　清

1R.1Z.ZC	 Ｌ山　口　　　猛

1R.2Z.ZC	 Ｌ小　池　知　博

1R.3Z.ZC	 Ｌ日　野　雄　二

1R.4Z.ZC	 Ｌ大　森　忠　勝

2R.2Z.ZC	 Ｌ吉　峰　一　光

3R.1Z.ZC	 Ｌ佐々木　　　進

4R.4Z.ZC	 Ｌ大　村　哲　也

LCIF地区コーディネーター	 Ｌ泉　　　義　隆

地区PR・IT・ザラタ編集委員長	 Ｌ荒　牧　政　紀

地区YCE委員長	 Ｌ桑　原　重　臣
地区視聴力保護福祉･環境保全・
献血･献腎委員長　　　　　　 	 Ｌ関　戸　秀　子

地区女性会員開発委員長	 Ｌ柴　田　節　子

会計監査委員	 Ｌ東　　　一　輝

キャビネット副幹事	 Ｌ佐々木　三紀子
1R.会則･会員・　　　
エクステンション委員	 Ｌ後　藤　創　一

1R.国際協調LCIF委員	 Ｌ宮　﨑　敏　久

1R.PR・IT・ザラタ編集委員	 Ｌ磯　邉　雅　三

1R.YCE委員	 Ｌ柴　田　賀　江
1R.視聴力保護福祉･　　
環境保全･献血･献腎委員	 Ｌ古　宮　武　志
1R.クエスト・レオ・ライオネス・
青少年育成委員　　　　　　 	 Ｌ城　間　秀　男

1R.青年アカデミー委員	 Ｌ岡　本　義　之

1R.女性会員開発委員	 Ｌ南　立　華　子

牛深ライオンズクラブ　会長	 Ｌ山　口　健　三

釜山釜慶ライオンズクラブ　会長	 Ｌ康　　　明　浩

来 賓 紹 介
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●長期在籍者（15年以上）
　Ｌ宮　　　弘　昭和55年2月17日（チャーターメンバー）
　Ｌ吉田　　勲　昭和55年2月17日（チャーターメンバー）
　Ｌ古宮　武志　平成元年7月19日
　Ｌ幸野　恒育　平成6年6月22日
　Ｌ飯野　　強　平成9年7月16日
　Ｌ泉　　義隆　平成9年7月16日
　Ｌ金海　慶治　平成10年2月18日
　Ｌ由衛　幸男　平成10年2月18日
　Ｌ牧坂　泰治　平成10年5月20日
　Ｌ新井　正雄　平成10年12月2日
　Ｌ塚本　秀雄　平成11年7月21日（再入会）
　Ｌ兼田　八郎　平成12年2月16日

●例会出席100%（15年以上）
　34年　Ｌ宮　　　弘
　25年　Ｌ吉田　　勲　
　17年　Ｌ古宮　武志
　16年　Ｌ泉　　義隆　Ｌ金海　慶治　Ｌ由衛　幸男　　
　　　　			　　　　　　　　　　　（平成26年7月1日現在）

●地区年次大会クラブ受賞アワード
　第56回
　　・アクティビティ資金獲得優秀賞
　　・国際親善貢献クラブ賞
　　・ＬＣＩＦクラブ賞
　第57回
　　・会員増強クラブ賞
　　・アクティビティ優秀賞
　　・国際親善貢献クラブ賞
　　・献血活動優秀クラブ賞
　第58回
　　・アクティビティ優秀賞
　　・国際親善貢献クラブ賞
　　・献血活動優秀クラブ賞
　第59回
　　・会員増強クラブ賞
　　・エクステンションクラブ賞
　　・ＹＣＥ貢献クラブ賞
　　・東洋東南アジアフォーラム100％登録賞
　第60回
　　・献血活動優秀クラブ賞
　　・国際親善貢献クラブ賞

表 彰 関 連
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

歴 代 三 役
会　長 幹　事 会　計

　初　代 Ｌ脇園　　茂 Ｌ馬場　典男 Ｌ吉元　貞徳
　二　代 Ｌ吉元　貞徳 Ｌ宮脇　良英 Ｌ浮須東洋男
　三　代 Ｌ井上　　守 Ｌ野村　昌照 Ｌ桑原　幸男
　四　代 Ｌ樵田　和幸 Ｌ桑原　幸男 Ｌ中畑　直之
　五　代 Ｌ馬場　典男 Ｌ平塚　弘一 Ｌ野中　澄男
　六　代 Ｌ徳安三之助 Ｌ安倍　松夫 Ｌ橋口　勝利
　七　代 Ｌ桑原　幸男 Ｌ大塚　　勲 Ｌ村上　保廣
　八　代 Ｌ野口　研一 Ｌ本松　正樹 Ｌ奥野　　弘
　九　代 Ｌ辰本　正光 Ｌ佐藤　充久 Ｌ宮　　　弘
　十　代 Ｌ浮須東洋男 Ｌ原　　明生 Ｌ吉田　　勲
　十一代 Ｌ大塚　　勲 Ｌ平塚　弘一 Ｌ村上　保廣
　十二代 Ｌ橋口　勝利 Ｌ安倍　松夫 Ｌ藤村　記生
　十三代 Ｌ本松　正樹 Ｌ大野　隆司 Ｌ佐藤　充久
　十四代 Ｌ奥野　　弘 Ｌ村上　保廣 Ｌ古宮　武志
　十五代 Ｌ平塚　弘一 Ｌ藤村　記生 Ｌ中村　守広
　十六代 Ｌ宮　　　弘 Ｌ川口　修作 Ｌ藤田　　直
　十七代 Ｌ村上　保廣 Ｌ立花　正三 Ｌ赤松　孝夫
　十八代 Ｌ吉田　　勲 Ｌ神原　武康 Ｌ小田　博三
　十九代 Ｌ原　　明生 Ｌ深見　吉男 Ｌ古宮　武志
二十　代 Ｌ藤村　記生 Ｌ赤松　孝夫 Ｌ立花　正三
二十一代 Ｌ中村　守広 Ｌ村上　浩二 Ｌ神原　武康
二十二代 Ｌ大野　隆司 Ｌ小田　博三 Ｌ川口　修作
二十三代 Ｌ古宮　武志 Ｌ泉　　義隆 Ｌ木下　信弘
二十四代 Ｌ神原　武康 Ｌ飯野　剛士 Ｌ塚本　秀雄
二十五代 Ｌ赤松　孝夫 Ｌ幸野　恒育 Ｌ由衛　幸男
二十六代 Ｌ木下　信弘 Ｌ縄田　清髙 Ｌ中村　守広
二十七代 Ｌ幸野　恒育 Ｌ山城　則雄 Ｌ金海　慶治
二十八代 Ｌ飯野　剛士 Ｌ兼田　八郎 Ｌ彦田　純一
二十九代 Ｌ由衛　幸男 Ｌ久留主　猛 Ｌ合原　真司
三十　代 Ｌ泉　　義隆 Ｌ河本　憲一 Ｌ田代　修一
三十一代 Ｌ山城　則雄 Ｌ合原　真司 Ｌ春田　知見
三十二代 Ｌ兼田　八郎 Ｌ神元　道徳 Ｌ内田　任信
三十三代 Ｌ田代　修一 Ｌ内田　任信 Ｌ金山　昌勲
三十四代 Ｌ河本　憲一 Ｌ伊藤　浩二 Ｌ山口　直彦
三十五代 Ｌ合原　真司 Ｌ彦田　純一 Ｌ幸野　恒育
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35周年記念式典実行委員会組織表

大会会長　　　　　　　Ｌ合　原　真　司
大会実行委員長　　　　Ｌ	飯　野　　　強
大会実行副委員長　　　Ｌ		田　代　修　一
大会実行委員会幹事　　Ｌ	春　田　知　見
大会幹事　　　　　　　Ｌ	彦　田　純　一
大会会計　　　　　　　Ｌ	幸　野　恒　育
大会名誉会長　　　　　Ｌ	吉　田　　　勲

部　　会 部 会 長 副部会長 担当顧問 部会委員

総務・財務 Ｌ泉　　義隆 Ｌ吉髙　久男 Ｌ山城　則雄
Ｌ井上　　靖　　Ｌ小川　　清
Ｌ花田　佳之　　　　　　　　

記念事業 Ｌ金海　慶治 Ｌ山口　直彦 Ｌ由衛　幸男
Ｌ遠藤　淳平　　Ｌ塚本　秀雄
Ｌ新田美恵子　　　　　　　　

式典・会場 Ｌ長藤　淳二 Ｌ神元　道徳 Ｌ古宮　武志
Ｌ伊藤　浩二　　Ｌ黒岩　広志
Ｌ竜口ムツ子　　Ｌ德永　慎一
Ｌ鏑流馬祐二　　　　　　　　

ＰＲ Ｌ内田　任信 Ｌ丸林　弘一 Ｌ宮　　　弘 Ｌ牧坂　泰治　　Ｌ松浦　崇行

来賓接待 Ｌ兼田　八郎

Ｌ金山　昌勲 Ｌ吉田　　勲
Ｌ阿部　　弘　　Ｌ新井　正雄
Ｌ石川　義隆　　Ｌ岡田　哲哉

姉妹ＬＣ Ｌ河本　憲一
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

35周年記念アクティビティ

 「ギラヴァンツ北九州」親子サッカー教室　平成27年2月22日
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35 周年記念アクティビティ

 NPO法人則松金山川コスモス会活動支援

 「明るい社会づくり運動 北九州支部」活動支援
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

 北九州市立きく工芸舎活動支援

 福岡県立小倉聴覚特別支援学校支援金贈呈
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35 周年記念アクティビティ

 先天性ミオパチーの会支援

 ＬＣＩＦ　5,000$献金



北九州紫水ライオンズクラブ

結成 35 周年

チャリティゴルフ大会
平成27年1月20日　於 九州ゴルフ倶楽部八幡コース
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チャリティゴルフ大会

北九州紫水ライオンズクラブ　結成35周年　チャリティゴルフ大会　 　　　

アウトコース　スタートの各組
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

北九州紫水ライオンズクラブ　結成35周年　チャリティゴルフ大会　 　　　

インコース　スタートの各組
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チャリティゴルフ大会

チャリティゴルフ大会  成績
　好天に恵まれ参加者 153 名、ボランティアのお手伝いの皆様を交え、楽しいゴルフ会となりました。

優勝　　肥海　達哉様
２位　　荒木　秀彦様
３位　　江口　直也様
４位　　Ｌ下村　昭彦
５位　　増田　貴徳様

◯		ＯＵＴコース　ニアピン賞　　Ｌ原田　龍治　　Ｌ廣田　速仁
　		　　　　　　　ドラコン賞　　Ｌ香野　　慶　　坂本　良介様
◯		ＩＮコース　　ニアピン賞　　江口　直也様　　Ｌ末武　丈資　　Ｌ本庄　正道
　　　　　　　　　　　　　　　木村　信義様
　		　　　　　　　ドラコン賞　　高橋　圭子様　　Ｌ廣田　速仁
◯		ベスグロ賞　　　　　　　　　小原井健司様
◯		レディス　　　　　　　　　　優勝　高橋　圭子様　　２位　井上　亜望様
　　　　　　　　　　　　　　　３位　彦面　莉奈様

順		位 氏　　	名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 肥海　達哉 44 44 88 19.2 68.8
２位 荒木　秀彦 41 41 82 12 70
３〃 江口　直也 50 49 99 27.6 71.4
４〃 下村　昭彦 40 38 78 6 72
５〃 増田　貴徳 50 50 100 27.6 72.4
10 〃 高橋　圭子 36 40 76 2.4 73.6
20 〃 富田　英照 46 48 94 19.2 74.8
30 〃 藤田　竜次 46 49 95 19.2 75.8
40 〃 高橋　靖弘 47 51 98 21.6 76.4
50 〃 久森　真一 45 48 93 15.6 77.4
60 〃 涌波　正登 48 44 92 14.4 77.6
70 〃 原　　明生 53 52 105 26.4 78.6
80 〃 小森袈都時 49 48 97 18 79
90 〃 彦田　純一 62 51 113 33.6 79.4
100 〃 大瀬　博巳 61 50 111 30 81
110 〃 向井　健次 50 55 105 22.8 82.2
120 〃 佐々木清介 55 55 110 26.4 83.6
130 〃 古宮　武志 60 57 117 31.2 85.8
140 〃 花田　浩睦 65 61 126 36 90
150 〃 小野　雄志 73 71 144 36 108
BB 内田　任信 77 80 157 36 121
BM 南立　華子 82 82 164 36 128

（敬称略）



北九州紫水ライオンズクラブ

結成 35 周年

チャリティコンサート
平成27年2月9日

CHARITY JAZZ NIGHT
田部俊彦カルテット ＋ NAOMI
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チャリティコンサート

北九州紫水ライオンズクラブ　結成35周年　チャリティコンサート　　　　
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

北九州紫水ライオンズクラブ　結成35周年　チャリティコンサート　　　　
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釜山釜慶 LC 会長離就任式表敬訪問

  釜 山 釜 慶 L C 会 長 離 就 任 式 表 敬 訪 問

 「釜山釜慶LC会長離就任式」に表敬訪問しました。 2014年6月19日
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

  釜 山 釜 慶 L C 会 長 離 就 任 式 表 敬 訪 問
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思い出のアルバム

思い出のアルバム　2009〜2013年度

2009年度

◆12月19日　きく工芸舎もちつき大会ACT
「きく工芸舎」の皆さんと沢山餅をつき、鈴木所長さ
んを初め所員と楽しく交流会を行いました。

◆11月12日・1月11日・6月9日　献血奉仕デー参加

平成 21 年 11 月 12 日（木）
10 時〜 15 時
小倉北区西港
トライアル西港店西側駐車場
初めての会場で、ウィークデーというハ
ンデがあったが、一般の皆様の協力で当
初の目的は達成することが出来ました。

平成 22 年 1月 11 日（月・祭日）
10 時〜 16 時
※紫水 LC担当時間 10 時〜 11 時 15 分
小倉南区　曽根モール・フードコート
はたちの献血
9時に集合し記念品の袋詰め作業から実
施しました。

杵を振り上げがんばったメンバー

参加した紫水LCのメンバー
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北九州紫水ライオンズクラブ結成 35周年

2010年度

◆10月2日・1月10日・5月29日
　献血ACT

◆3月19日　金山川清掃ACT

◆4月10日　金山川のチューリップ祭

天候の悪い日もありましたが、多
くの皆様のご協力を頂いたおかげ
で無事に行う事が出来ました。

金山川氏田橋周辺の清掃を地域の皆
さん、少年野球チームの皆さんと協
力して行いました。清掃後に婦人会
の皆様よりおにぎり、豚汁のご提供
を頂きありがとうございました。と
てもおいしかったです。

金山川チューリップ祭に参加しました。大変盛
り上がりました。
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2011年度

◆10月22日　卓話会

◆9月24日　ライオンズ奉仕デー清掃アクト事業

小倉北区鍛冶町　グリーンオニオン
講師：株式会社	ワイズヨシハラ
　　　代表取締役社長　西川　和廣	様

宗像ライオンズと共同で宗像市鐘崎海岸におい
て清掃アクト及び地引網を行いました。
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2012年度

◆2月18日
　北九州第一LCチャーターナイト記念式典

◆11月8日〜11日
　第51回ライオンズ東洋
　東南アジアフォーラム in 福岡

◆1月21日
　「ギラヴァンツ北九州」活動支援
　チャリティゴルフ大会

◆8月1日〜28日
　2012年夏期YCE派遣生

「北九州第一ライオンズクラブ」の結成記念式典
がステーションホテル小倉で開催されました。

福岡で 4日間に渡り、盛大に開催されました。

小倉カンツリー倶楽部にて開催し、122 名
の参加を得ました。

大石　歩さんを8月1日（水）〜8月28日（火）
アメリカ・ウィスコンシン州に派遣しまし
た。
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2013年度

◆7月13日
　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　ヤング街頭キャンペーン2013

◆7月30日〜8月5日　釜山釜慶LC子弟派遣
釜山釜慶 LCに 5名の子弟を派遣し、帰国報告会も例会で行いました。

◆12月23日　クリスマス家族例会
場所：ステーションホテル
恒例のクリスマス家族例会がステーション
ホテル小倉で開かれました。今年もいろい
ろな催しで大いに盛り上がりました。

◆4月8日
　チャリティゴルフ大会

JR 小倉駅 JAM広場で行われた薬物乱用防止
キャンペーンに参加しました。

チャリティゴルフ大会を九州ゴルフ倶楽部
八幡コースで行いました。ギラヴァンツ北
九州と障害者支援施設第一野の花学園に
チャリティをしました。
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合
あい

　原
はら

　真
しん

　司
じ

平成17年1月19日入会

飯
いい

　野
の

　　　強
つよし

平成9年7月16日入会

伊
い

　藤
とう

　浩
こう

　二
じ

平成16年7月7日入会

遠
えん

　藤
どう

　淳
じゅん

　平
ぺい

平成25年5月15日入会

阿
あ

　部
べ

　　　弘
ひろし

平成20年9月3日入会

石
いし

　川
かわ

　義
よし

　隆
たか

平成22年3月3日入会

井
いの

　上
うえ

　　　靖
やすし

平成21年7月15日入会

岡
おか

　田
だ

　哲
てつ

　哉
や

平成23年5月27日入会

新
あら

　井
い

　正
まさ

　雄
お

平成10年12月2日入会

泉
いずみ

　　　義
よし

　隆
たか

平成9年7月16日入会

内
うち

　田
だ

　任
ひで

　信
のぶ

平成20年2月6日入会

小
お

　川
がわ

　　　清
きよし

平成27年2月4日入会　

北九州紫水ライオンズクラブメンバー紹介
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金
かな

　海
うみ

　慶
けい

　治
じ

平成10年2月18日入会

神
かみ

　元
もと

　道
みち

　徳
のり

平成18年6月21日入会

幸
こう

　野
の

　恒
つね

　育
いく

平成6年6月22日入会

竜
たつ

　口
ぐち

　ムツ子
こ

平成19年9月5日入会

金
かな

　山
やま

　昌
まさ

　勲
いさお

平成18年4月19日入会

河
かわ

　本
もと

　憲
けん

　一
いち

平成18年3月15日入会

古
こ

　宮
みや

　武
たけ

　志
し

平成元年7月19日入会

塚
つか

　本
もと

　秀
ひで

　雄
お

平成11年7月21日再入会

兼
かね

　田
だ

　八
はち

　郎
ろう

平成12年2月16日入会

黒
くろ

　岩
いわ

　広
ひろ

　志
し

平成24年7月4日入会

田
た

　代
しろ

　修
しゅう

　一
いち

平成19年10月17日入会

德
とく

　永
なが

　慎
しん

　一
いち

平成26年4月2日入会
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長
なが

　藤
ふじ

　淳
じゅん

　二
じ

平成22年2月17日入会

春
はる

　田
た

　知
とも

　見
み

平成18年4月19日入会

松
まつ

　浦
うら

　崇
たか

　行
ゆき

平成19年11月21日入会

鏑
や ぶ さ め

流馬　祐
ゆう

　二
じ

平成19年10月17日入会

新
に っ た

■田　美
み

恵
え

子
こ

平成21年2月4日入会

彦
ひこ

　田
だ

　純
じゅん

　一
いち

平成16年7月7日再入会

丸
まる

　林
ばやし

　弘
こう

　一
いち

平成22年3月3日入会

山
やま

　口
ぐち

　直
なお

　彦
ひこ

平成14年9月18日入会

花
はな

　田
だ

　佳
よし

　之
ゆき

平成27年2月18日入会

牧
まき

　坂
さか

　泰
やす

　治
はる

平成10年5月20日入会

宮
みや

　　　　　弘
ひろし

昭和55年2月17日入会

山
やま

　城
しろ

　則
のり

　雄
お

平成14年12月21日入会
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由
ゆ

　衛
え

　幸
ゆき

　男
お

平成10年2月18 日入会
吉
よし

　髙
たか

　久
ひさ

　雄
お

平成22年8月4日入会
吉
よし

　田
だ

　　　勲
いさお

昭和55年2月17日入会
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会　　長

合原　真司

幹　　事

彦田　純一

元地区ガバナー
複合地区ＹＣＥ委員長

吉田　　勲

複合地区国際関係
国際大会副委員長

飯野　　強

LCIF 地区コーディネーター

泉　　義隆

1R 視聴力保護福祉
環境保全・献血・献腎委員

古宮　武志

監　　査

泉　　義隆

金山　昌勲

２ 年 理 事

石川　義隆

会 員 理 事

兼田　八郎

１ 年 理 事

飯野　　強

１ 年 理 事

田代　修一

２ 年 理 事

由衛　幸男

２ 年 理 事

山城　則雄

委員会

委員長 吉田　　勲

会　　員
財 務・計 画

大 会・接 待
PR・会報・IT

視 聴 力 保 護

言 語 障 害 者 福 祉

献 血 ・献 腎 ・献 眼

出席・会則・情報

指 導 力 育 成

ア ラ ー ト

社 会 福 祉・公 衆 安 全

環境保全・青少年指導

薬 物 乱 用 防 止

国  際  協  調

ＹＣＥ・ＬＣＩＦ

市民教育・レオ・ネス

クエスト

レクレーション

兼田　八郎

田代　修一

河本　憲一

泉　 　義隆

内田　任信岡田　 哲哉黒岩　広志

井上　 　靖

新田 美恵子

鏑流馬 祐二

阿部　 　弘古宮　武志

遠藤　淳平

小川　　清

竜口 ムツ子

金山　昌勲

花田　佳之

宮　　　弘

新井　正雄 塚本　秀雄

金海　慶治 吉髙　久雄

長藤　淳二 德永　慎一

牧坂　泰治

山口　直彦

副委員長

委　員

前　会　長

河本　憲一

第二副会長

神元　道徳

第一副会長

春田　知見

会　　計

幸野　恒育 テールツイスター

松浦　崇行

ライオンテーマー

丸林　弘一

第三副会長

伊藤　浩二

青年アカデミー

対 象 者
・入会５年未満
・50歳未満
（７月１日現在）

北九州紫水ライオンズクラブ構成表
〈2014.7 〜 2015.6〉



編集後記

　我が北九州紫水ライオンズクラブが誕生し早や35年が経ちました。
　今日まで先輩がたが、We	Serve	のモットーの下行われた、数々の素晴らしい
足跡を改めて心に刻み、私たちが後世につなぐ役目を果たさなければ成りませ
ん。
　歴代の三役をはじめとする会員各位のご努力で、北九州紫水ライオンズクラ
ブは、多くのことを経験し、新しく生まれ変わろうと致しております。
　35周年記念誌では、過去からの繋がりと若い新しい会員の熱い情熱のアク
ティビティを思い出のアルバムとして、掲載いたしました。
　編集にあたりまず、大会会長　Ｌ合原、大会幹事　Ｌ彦田、大会会計　Ｌ幸野、
大会実行委員長　Ｌ飯野をはじめ実行委員会の皆様、ご苦労様でした。
　さらにご寄稿いただきましたご来賓の皆様、姉妹クラブの皆様、親子クラブの
皆様、実行委員会の皆様、クラブメンバーの皆様のご協力に感謝し、厚く御礼申
し上げます。

PR編集部会長　Ｌ内田　任信
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