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We Serveライオンズクラブ・モットー　We Serve（われわれは奉仕する）

Slogan

ライオンズクラブ国際会長       L. バリー  J・パーマー 

「夢を追いかけよう」

 スローガン

☆ライオンズクラブ国際会長テーマ

337-A地区ガバナー       L. 浅　野　貞　三 

「勇気・決断・奉仕」

☆337-A地区ガバナー提言

北九州紫水ライオンズクラブ  第34代会長       L. 河　本　憲　一  

「団結・創造・進化」

☆北九州紫水ライオンズクラブ会長提言
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　昨年、北九州紫水ライオンズクラブの会長就任以降、勉強不足・指導力不足の私を支えて頂

いた五役の皆様、先輩ライオン及びクラブ会員の皆様には心から感謝申し上げます。

　おかげさまで無事任期を終えることが出来ました。有難うございました。

　８月の釜山釜慶LCへの５名の子弟派遣に始り、金山川の清掃ACT、きく工芸舎餅つきACT、

初の小倉城おしるこ大会を含む３回の献血ACT、クリスマス家族例会等、各事業委員長には

大変ご苦労をお掛けしましたが、有意義な支援、活動が出来たと思います。

　また、４月のチャリティコンペの際は紫水会のメンバーを始め、ゴルフをされないクラブ

会員の皆様のご協力、ご支援を頂き193名を集め盛大かつ大成功に開催できたことも、大変感

謝しております。

　一年間クラブ運営には不手際もありましたが、先輩ライオンに指導を受けながら今期のスロー

ガンである『団結・創造・進化』を少しは実践出来たかなと思う次第であります。

今期の経験を踏まえ、来期35周年を迎える北九州紫水ライオンズクラブの運営に協力していき

たいと思います。

　最後に、一年間本当にありがとうございました。

北九州紫水ライオンズクラブ

　　　会長　Ｌ. 河　本　憲　一

会長退任挨拶

◯三役あいさつ
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　すがすがしい初夏の季節となりました。

　幹事をお引受けして早や一年、会員皆様の御理解、御支援のお蔭で、無事大役を務めさせて

頂きました。深く感謝申し上げます。

　振り返ってみますと此の一年、長い様で短かった様な、あっという間に過ぎ去った一年でした。

　思い起こすとACTに関しては、我がクラブ初の試みである、小倉城おしるこ大会での献血

活動、４月の多数の参加を頂いたチャリティゴルフコンペ等々、思い出深いACTとなりました。

　一方、クラブ運営では不慣れなことから、不行き届きの部分があったと反省致しております。

　一年間の行事を通して、自分なりに精一杯活動したつもりでしたが、知識不足又力量不足を

痛感することも多々有りました。取り分けＬ.河本会長には負んぶに抱っこで過分に負担をお掛

けしたことに忸怩たる思いで有ります。

　この経験を糧に、なお一層のライオニズム高揚に邁進して参りたいと思います。

　最後になりましたが、一年間ありがとうございました。

北九州紫水ライオンズクラブ

　　　幹事　Ｌ. 伊　藤　浩　二

幹事退任挨拶
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　この度クラブ会計という大役を仰せつかり、会長L河本、幹事L伊藤に支えられ無事に任期

を終えることが出来ましたのも、会員皆様の御協力のおかげだと深く感謝致します。

　この貴重な経験を生かし、今後とも「We Serve」の精神でライオンズ活動に邁進していく

所存です。

　１年間本当にありがとうございました。

北九州紫水ライオンズクラブ

　　　会計　Ｌ. 山　口　直　彦

会計退任挨拶
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　この度、次期会長としての大役を仰せつかり、今更ながら責任の重大さを痛感しています。

紫水ライオンズクラブに入会して、まだ９年と半年しか経っていない私です。

　微力ではありますが、皆様のお力をお借りし、共に最善の努力を尽くしていきたいと思って

おります。

　『協和・協調・協力・恊働』これが私の会長テーマです。

　和をもって仲良く、相違点や利害を譲り合い、力を合わせ、共にACTする。

　会員の皆様が、同じ方向性を持って、同じ目標に向かって、一年活動して頂ける様に、精一杯、

努力してまいります。

　今年は、５年に一度の周年行事、３５周年という大事な節目の年を迎えようとしていますが、

今一度、初心に戻りライオニズムにのっとり、ライオンズクラブの原点『We Serve』の精神で、

成功を収めていきたいと思っています。

　また、周年行事の計画においては、記念式典準備委員会をはじめ、クラブ会員の皆様のたく

さんの貴重な意見を頂きながら、最高の楽しい思い出に残る一年間にしていきましょう。

　来期一年、皆様会員の方々にはお願い事、また、ご迷惑などかけるかもしれませんが、温か

い目で見守って頂き、叱咤激励、ご協力のほど宜しくお願い致します。

北九州紫水ライオンズクラブ

　次期会長　Ｌ. 合　原　真　司

次期会長就任挨拶
「次期会長、そして周年行事を前にして…」

◯次期三役の抱負
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　この度は、幹事という大役を任命して頂き、大変身の引き締まる思いです。

　今期は35周年という節目の年です。この一年クラブ員の融和を図り、皆様の協力を仰ぎ、

粉骨砕身の覚悟で責務を全うしたいと思っております。

　又、前期はライオンテーマーとして、皆様にご指導賜り、心より感謝申し上げます。

　今期も会長を含め、諸先輩クラブ会員の皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い致します。

北九州紫水ライオンズクラブ

　次期幹事　Ｌ. 彦　田　純　一

次期幹事就任挨拶
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　35周年にあたる期に、会計を拝命し緊張致しております。とは申せ、４月から活動は始まっ

ております。

　お受けした以上、ライオンズクラブとはどうあるべきかを考え直す機会に出来たらいいかな

と自分に言い聞かせております。

　ライオンズクラブは国際協会でありますが、地域に密着した！アクティビィティが求められ

ると思うのでありますが……そんな中、単年度アクティビィティと社会に対して長期に取り組

むもののアピールが必要ではないでしょうか。任期が１年〜１年なのでそうかも知れませんが、

何かアクティビィティも単発に終りがちであります。

　これからの！世界に重要なのは、環境問題かと存じます。そのような型でライオンズクラブ

がリーダーシップを取っていくかで長期の生きたアクティビィティが生れる、出来るのでは

ないでしょうか！例えば先般、地球温暖化を考える環境問題で、電気、ガス、水道、その他

消費を抑えるためのチェックシート！「環境家計簿」の　アイディアで市民の会が表彰されて

いましたが、まずは家庭から、団地から、社会から認知される奉仕事業、アクティビィティを

めざすべきではないでしょうか。

北九州紫水ライオンズクラブ

　次期会計　Ｌ. 幸　野　恒　育

次期会計就任挨拶
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2013年度　 新 会 員 紹 介

昭和４６年３月１２日
小倉北区木町１丁目９−７−６０２
TEL. ０９０−１９７５−１９７３
司法書士事務所　　　　　	 	
司法書士ロイヤー合同事務所（司法書士）
小倉北区田町１４−２８
TEL. ５６１−４００１
ランニング・スポーツ観戦
Ｌ .吉高　Ｌ . 神元
平成２６年４月２日

生年月日
現 住 所

業 種
勤 務 先

趣 味
スポンサー
入 会 日

L. 德
とく

　永
なが

　慎
しん

　一
いち

平成２６年４月２日　新会員Ｌ德永の戴帽式が行われました。

平成２６年５月７日　L德永の新会員研修
会終了証書の伝達が行われました。
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会　　長

河本　憲一

幹　　事

伊藤　浩二

１ 年 理 事

石川　義隆

会 員 理 事

山城　則雄

１ 年 理 事

古宮　武志

２ 年 理 事

幸野　恒育

２ 年 理 事

金海　慶治

１ 年 理 事

竜口ムツ子

委員会名

委員長 由衛　幸男

会　　員 青年アカデミー
出席・会則・情報
指 導 力 育 成
ア ラ ー ト

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

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

山城　則雄

兼田　八郎

田代　修一 新井　正雄

落合　　純

泉　　義隆

井上　　靖

岡田　哲哉門司　昭英黒岩　広志

長廣　文子 吉田　　勲田中　洋介

新田美恵子

中山　孝実

鏑流馬祐二

金山　昌勲

阿部　　弘 田代　　勲

中越　敏勝牧坂　泰治

遠藤　淳平

宮　　　弘

飯野　　強

塚本　秀雄

小林　　稔 松浦　崇行

丸林　弘一長藤　淳二内田　任信

副委員長

委　員

前　会　長

田代　修一

第２副会長

春田　知見

第１副会長

合原　真司

会　　計

山口　直彦

テールツイスター

吉髙　久雄

ライオンテーマー

彦田　純一

LCIF地区コーディネーター

泉　　義隆
1R レオ・ライオネス
青少年育成・クエスト委員

兼田　八郎

地区元ガバナー

吉田　　勲

金海　慶治

監　　査

飯野　　強

第３副会長

神元　道徳

対 象 者
・入会５年未満
・50歳未満
（７月１日現在）

（2013 年 7 月 1 日現在）

（2013.7〜2014.6）

北九州紫水ライオンズクラブ構成表
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アワード・表彰関連NEWS
Award  Award  Award

　　  日　付   例　会 　　　　　　賞 対 象 者

2013年10月２日 第８０８回 メルビン・ジョーンズ・プログレスフェロー賞 Ｌ泉　　義隆

2013年10月16日 第８０９回 モナーク・シェブロン賞

　　２０年 Ｌ幸野　恒育

　　１５年 Ｌ新井　正雄

2013年11月６日 第８１０回 メンバーシップキー賞 Ｌ田代　修一

2013年12月23日 第８１３回 ２０１２～２０１３年度　クラブ優秀賞 Ｌ田代　修一

2014年１月８日 第８１４回 ２０１２～２０１３年度　会 員 増 強 賞 Ｌ田代　修一

2014年２月５日 第８１６回 ２０１２～２０１３年度　会 員 維 持 Ｌ田代　修一

キャンペーン賞

メルビン・ジョーンズ・プログレスフェロー賞及び盾 Ｌ合原　真司

　　　　　　　　　　　　 　 Ｌ飯野　　強

2014年４月16日 第８２１回 ３３７－Ａ地区年次大会

国 際 会 長 感 謝 状 Ｌ泉　　義隆

ガ バ ナ ー 感 謝 状 Ｌ兼田　八郎

≪クラブの部≫

献血活動優秀クラブ賞 北九州紫水ＬＣ

国際親善貢献クラブ賞

2014年６月18日 第８２５回 労 力 Ａ Ｃ Ｔ 功 労 賞 Ｌ石川　義隆

Ｌ黒岩　広志

特 別 功 労 賞 Ｌ吉髙　久雄

特別功労賞 労力ACT功労賞
Award Award
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 L. 兼　田　八　郎

2013年度

レオネス青少年育成クエスト委員会の

地区役員を経験して

1R レオ・ライオネス・青少年育成
クエスト委員

　2013年６月の中旬に、突然に次期会長のＬ.河本より次期地区役員にと指名されまし

たが、実際のところ、地区役員になる人がいなかったようです。

　地区役員を受けて初めての活動が６月の引継会から始まり、７月末の夏期研修会に

向けて準備会が２度あり、７月末の夏期研修会に参加して、その後の反省会に参加して

研修会の活動状況がよく見えてきて、有意義な反省会になりました。

　地区役員を受けるにあたり、クエスト活動を勉強したかったのですが、その時期は仕事

の関係で参加出来なかったのが残念です。

　又、冬期研修会も準備会があり、冬期研修会を終えて考えさせられたのは、北九州紫水

ライオンズにはない、レオクラブクエスト活動を経験したことが、今後のライオンズクラ

ブの活動に生きるようにしたいと思います。
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紫水ライオンズクラブの１年

2013.7-12
８０２回 ７月３日 第１例会
  　　三役感謝状伝達　前三役　　Ｌ田代　Ｌ内田　Ｌ金山
  　　ラペルボタン伝達　三役　　Ｌ河本　Ｌ伊藤　Ｌ山口
  　　前地区役員に感謝状並びに記念品贈呈　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ吉田　Ｌ由衛
  　　例会出席１００％賞　２６名
 １０日 理事会
 １７日 委員長会
 １９日 紫水会　西日本カントリークラブ
８０３回 ２５日 ガバナー公式訪問１Ｒ 1・2・3 Ｚ合同例会
 ３０日〜８月５日 釜山釜慶ＬＣへ子弟派遣
８０４回 ８月７日 第１例会
  　表敬訪問　北九州第一ＬＣ　会　　  長　Ｌ池田　幹友
  　　　　　　　　　〃　　　　第一副会長　Ｌ大庭　省二
  　　　　　　　　　〃　　　　幹　　　事　Ｌ高橋　正道
  　　　　　　　　　〃　　　　会　　　計　Ｌ多田　弘美
  　　　　　　　　　〃　　　　副テールツイスター　Ｌ近藤　　渉
  　　釜山釜慶ＬＣ派遣生及び保護者紹介、帰国報告
  　　任命状伝達　
  　　　　2013 年度 1 Ｒレオ・ライオネス・青少年育成・クエスト委員
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ兼田　八郎
  　　２０１２年度会計決算報告及び監査報告・２０１３年度予算案報告
  　　７月度お誕生日おめでとう　　Ｌ井上　Ｌ兼田　Ｌ田代勲　LL 吉高　
  　　８月度お誕生日おめでとう　　Ｌ彦田　Ｌ門司　Ｌ由衛
  　　７月度結婚記念日おめでとう　 L 石川　Ｌ吉高　Ｌ吉田
  　　８月度結婚記念日おめでとう　Ｌ落合　Ｌ塚本
 ２１日 理事会
８０５回 ２１日 第２例会
  　　表敬訪問　１Ｒ１ＺＺＣ　Ｌ中野　新司
  　　ビジター紹介　
  　　　　北九州小倉ＬＣ５０周年記念式典訪問部会　Ｌ松尾英三郎
  　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｌ中尾　茂哲
 ２８日 委員長会
８０６回 ９月４日 第１例会
  　　表敬訪問　北九州小笠原ＬＣ　　会　長　Ｌ後藤　創一
  　　　　　　　　　　 〃　　　　　　幹　事　Ｌ山口　　猛
 １１日 理事会　　　　
８０７回 １８日 第２例会
  　　ビジター紹介
  　　　　北九州小文字ＬＣ４０周年記念式典実行委員会幹事　Ｌ松田　弘志
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ・記念誌部会長　Ｌ上田　正己
  　　９月度お誕生日おめでとう　　L 内田　L 幸野　L 新田
  　　　　　　　　　　　　　　　　LL 阿部　LL 飯野　LL 岡田　LG 長廣
  　　９月度結婚記念日おめでとう　Ｌ長廣
 １９日 紫水会（親子３クラブ合同親睦ゴルフコンペ）
  　　九州ゴルフ倶楽部    八幡コース
 ２５日 委員長会
  卓話会　湖月堂　　講師　Ｌ幸野　恒育
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８０８回 １０月２日 第１例会
  　　ビジター紹介　
  　　　　ＮＰＯ法人則松金山川コスモス会　理事長　田仲　常郎様
  　　　　ＮＰＯ法人則松金山川コスモス会へ草刈機購入援助金贈呈
  　　メルビン・ジョーンズ・プログレス・フェロー・ラペルピン伝達
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ泉　　義隆
 ９日 理事会
 １０日 ライオンズ奉仕デー　金山川清掃ＡＣＴ
８０９回 １６日 第２例会
  　　モナークシェブロン賞伝達　２０年　Ｌ幸野　恒育
  　　　　　　　　　　　　　　　１５年　Ｌ新井　正雄
  　　任命状伝達　ＬＣＩＦ地区コーディネーター　Ｌ泉　　義隆
  　　１０月度お誕生日おめでとう　　Ｌ飯野　Ｌ岡田　Ｌ黒岩　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ古宮　Ｌ春田
  　　　　　　　　　　　　　　　　　LL 河本　LL 長藤　LL 鏑流馬
  　　　　　　　　　　　　　　　　　LL 山城　LL 吉田
  　　１０月度結婚記念日おめでとう　Ｌ合原　Ｌ金山　Ｌ小林　Ｌ古宮
  　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ長藤　Ｌ松浦　Ｌ丸林　Ｌ門司
 ２０日 金山川コスモスまつり草刈機購入援助金贈呈式
 ２３日 紫水会（北九州ＬＣチャリティゴルフ大会振替）小倉カンツリー倶楽部
  委員長会
８１０回 １１月６日 第１例会
  　　メンバーシップキー賞伝達　　　Ｌ田代　修一
 １３日 理事会
 １７日 献血ＡＣＴ（ギラヴァンツ北九州試合日）本城陸上競技場
８１１回 ２０日 第２例会
  　　ビジター紹介
  　　　　北九州高塔ＬＣ５０周年記念式典大会実行副委員長　　Ｌ柳生　敦弘
  　　　　北九州高塔ＬＣ５０周年記念式典大会幹事　　　　　　Ｌ上野　光弘
  　　１１月度お誕生日おめでとう　　Ｌ阿部　Ｌ長藤　Ｌ鏑流馬　Ｌ吉高
  　　　　　　　　　　　　　　　　　LL 神元　LL 小林　
  　　１１月度結婚記念日おめでとう　Ｌ金海　Ｌ神元　　
 ２２日 紫水会　西日本カントリークラブ
 ２７日 委員長会
８１２回 １２月４日 第１例会
 ７日 きく工芸舎餅つきレクリエーション
 １１日 理事会
 ２０日 紫水会　九州ゴルフ俱楽部    八幡コース
８１３回 ２３日 クリスマス家族例会
  　　委嘱状伝達　
  　　　　第９９回ライオンズクラブ国際大会ホスト委員会推進委員　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ吉田　　勲
  　　２０１２〜２０１３年度クラブ優秀賞伝達　前会長Ｌ田代　修一
  　　１２月度お誕生日おめでとう　　Ｌ伊藤　Ｌ遠藤　Ｌ金山　Ｌ丸林
  　　　　　　　　　　　　　　　　　LL 新井　LL 兼田　LL 幸野　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　LL 塚本　LL 牧坂　LL 山口
  　　１２月度結婚記念日おめでとう　Ｌ阿部　Ｌ幸野
  　　クリスマス会アトラクション
 ２５日 委員長会
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紫水ライオンズクラブの１年

2014.1-6
８１４回 １月８日 新年例会
  　　２０１２〜２０１３年度会員増強賞伝達　前会長　Ｌ田代　修一
 １３日 「小倉城おしるこ大会」献血 ACT
 １５日 理事会
 １７日 紫水会　小倉カンツリー倶楽部
８１５回 ２２日 第２例会
  　　２０１３年度上半期クラブ会計決算及び監査報告
  　　１月度お誕生日おめでとう　　Ｌ新井　Ｌ泉　Ｌ塚本　Ｌ宮
  　　　　　　　　　　　　　　　　LL 泉　LL 古宮　LL 田代　LL 宮　LL 門司
  　　１月度結婚記念日おめでとう　L 井上
 ２６日 北九州小倉ＬＣ５０周年記念事業
  　　「手と手を合わせて５０km ウォーク」
 ２９日 委員長会
８１６回 ２月５日 結成記念例会
  　　２０１２〜２０１３年度会員維持キャンペーン賞伝達　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　前会長　L 田代　修一
  　　メルビンジョーンズ・フェロー・ラペルピン及び盾伝達
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ飯野　強　Ｌ合原　真司
  　　２月度お誕生日おめでとう　　L 中山　LL 松浦
  　　２月度結婚記念日おめでとう　Ｌ泉　　L 河本
 １２日 理事会
８１７回 １５日 北九州小文字ＬＣ４０周年記念式典
 １９日 卓話会　ホテルニュータガワ　美和食「雫」
  　　講師　ギラヴァンツ北九州地域コミュニケーター　藤吉　信次様
 ２６日 委員長会
８１８回 ３月５日 第１例会
  　　オブザーバー紹介　　徳永　慎一様
  　　ビジター紹介
  　　　　北九州第一ＬＣ　会　　　　　長　　L 池田　幹友　　　
  　　　　　　　〃　　　　幹　　　　　事　　L 高橋　正道
  　　　　　　　〃　　　　会　　　　　計　　L 多田　弘美
  　　　　　　　〃　　　　第　一　副　会　長　　L 大庭　省二
  　　　　　　　〃　　　　会　員　理　事　　L 田中　孝文
  　　　　　　　〃　　　　会　員　委　員　　L 松井　四郎
  　　　　　　　〃　　　　三　献　理　事　　L 薮内　研吾
  　　　　　　　〃　　　　財務計画委員長　　Ｌ宇喜多宗茂
  　　　　　　　〃　　　　財 務 計 画 委 員　　Ｌ渡部　敏信
  　　　　　　　〃　　　　YCE・LCIF・レオネス委員長　　Ｌ徳永　太一
  　　　　　　　〃　　　　YCE・LCIF・レオネス委員　　　Ｌ野々村良紀
  指名会
 ８日 １Ｒ１Ｚ北九州ＬＣ「東日本大震災復興支援募金」　
  　　ＪＲ小倉駅南口ペデストリアンデッキ
 １２日 理事会
 １４日 紫水会　ミッションバレーゴルフクラブ
８１９回 １９日 第２例会
  　　選挙会
  　　３月度お誕生日おめでとう　　L 石川　Ｌ落合　L 田代　
  　　　　　　　　　　　　　　　　L 山口　LL 石川　LL 落合
  　　３月度結婚記念日おめでとう　L 飯野　L 田代　L 宮
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８２０回 ４月２日 第１例会
  　　新会員戴帽式　　徳永　慎一様
 ８日 「ギラヴァンツ北九州」及び「障害者支援施設第一野の花学園」
  　　活動支援チャリティゴルフ大会　九州ゴルフ俱楽部    八幡コース
 ９日 理事会
 １３日 １Ｒ親善チャリティボウリング大会　コロナキャットボウル小倉店
８２１回 １６日 第２例会
  　　ビジター紹介
  　　　　３３７－Ａ地区キャビネット会計　Ｌ荒牧　政紀（宮若ＬＣ）
  　　　　　　　 　 宮若ＬＣ　第一副会長　Ｌ安永　　徹
  　　　　　　　 　 宮若ＬＣ　会　　　計　Ｌ中村　節子
  　　３３７－ A 地区第６０回分科会報告
  　　３３７－ A 地区第６０回年次大会アワード披露
  　　　　◎クラブの部
  　　　　　＊献血活動優秀クラブ賞
  　　　　　＊国際親善貢献クラブ賞
  　　　　◎個人の部
  　　　　　＊国際会長感謝状　Ｌ泉　　義隆
  　　　　　＊ガバナー感謝状　Ｌ兼田　八郎
  　　次期構成表案の発表
  　　４月度お誕生日おめでとう　　L 牧坂　L 山城
  　　　　　　　　　　　　　　　　LL 内田　LL 中山　LL 丸林　
  　　４月度結婚記念日おめでとう　L 新井　L 内田　L 兼田
  　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ中山　L 牧坂　Ｌ山城
 ２４日 現・次期委員長引継会　
 ５月３日 献血ＡＣＴ（ギラヴァンツ北九州試合日）本城陸上競技場
８２２回　 ７日 第１例会
  　　新会員研修会修了証書伝達　　Ｌ徳永　慎一
  　　会員の時間　会員研修会　　講師　Ｌ幸野　恒育
  　　５月度お誕生日おめでとう　　Ｌ河本　Ｌ竜口　
  　　　　　　　　　　　　　　　　LL 伊藤　LL 金山　LL 彦田
  　　５月度結婚記念日おめでとう　L 彦田　L 鏑流馬
 １４日 現・次期理事引継会
８２３回 ２１日 チャーターナイト記念例会　小倉飯店
  　　釜山釜慶ＬＣ４名表敬訪問
  　　懇親会　　チャーターメンバー紹介　Ｌ宮　Ｌ吉田
 ２７日 紫水会　九州ゴルフ俱楽部    八幡コース
 ２８日 次期委員長会
８２４回 ６月４日 第１例会
  　　３３７複合地区第６０回年次大会分科会報告
 １１日 理事会
  準備理事・委員長会
８２５回 １８日 第２例会
  　　労力ＡＣＴ功労賞贈呈　　　　Ｌ石川　義隆
  　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ黒岩　広志
  　　特別功労賞贈呈　　　　　　　Ｌ吉髙　久雄
  　　６月度お誕生日おめでとう　　Ｌ合原　Ｌ金海　Ｌ神元　
  　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ小林　Ｌ松浦　Ｌ吉田
  　　　　　　　　　　　　　　　　LL 合原　LL 井上　LL 金海
　　　　　　　　　　　　６月度結婚記念日おめでとう 　L 伊藤　L 山口
 １９日 釜山釜慶ＬＣ会長離就任式
 ２５日 準備委員長会
 ２７日 紫水会　チェリーゴルフクラブ小倉南コース
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

Activity

◎朝日新聞朝刊に掲載されました。
  （2014年1月14日付）

小倉城

本城陸上競技場

 11
17
2013

献血街頭広報 1
13
2014

 5
3

2014

今年度は３度の献血活動を実施しました。

○2013年11月17日　本城陸上競技場
○2014年 １月13日　小倉城
○2014年 5 月 3 日　本城陸上競技場
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金山川コスモス公園周辺の清掃を行い、後日草刈り機も贈呈しました。

金山川清掃 10
10
2013

Activity
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

 4
8

2014

Activity

　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。

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

Activity

チャリティゴルフ大会
　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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本年度もきく工芸舎餅つきレクリエーションに参加し、カメラを贈呈しました。

Activity
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動ヤング街頭キャンペーン2013 きく工芸舎餅つきレクレーション 12

7
2013
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

ガバナー公式訪問1Ｒ1・2・3Ｚ合同例会
１Ｒ１・２・３合同例会が３３７−Ａ地区ガバナー Ｌ浅野貞三を迎えてリーガロイヤルホテル小倉で行われました。

 7
25
2013
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釜山釜慶Ｌ.Ｃ.子弟派遣
釜山釜慶Ｌ.Ｃ.に５名の子弟を派遣し、帰国報告会も例会で行いました。

 7 30
2013

5 8
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

 10
16
2013

 5
18
2014

会員研修会 　本年度は２回実施しました。

　・2013年10月16日　講師　Ｌ泉

　・2014年 5 月 7 日　講師　Ｌ幸野
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チャーターナイト記念例会 5
21
2014

会員研修会
釜山釜慶L.C.からも４名参加していただき小倉飯店で開催しました。
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

クリスマス家族例会 12
23
2013

場所　ステーションホテル小倉
　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。
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ
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 6
19
2014

釜山釜慶L.C.会長離就任式表敬訪問
　今年も「釜山釜慶ＬＣ会長離就任式」に表敬訪問しました。参加者は９名でした。
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

趣味の会
会員相互の親睦を図り、

クラブ活性化の一角をなし同好会として常設。

活発に活動しています。

卓話会
◯日時：2013年９月25日

◯場所：湖月堂

◯講師：L.幸野　恒育　
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卓話会
◯日時：2014年２月19日

◯場所：ホテルニュータガワ 美和食「雫」　

◯講師：藤吉　信次 様
　　　　ギラヴァンツ北九州　地域コミュニケーター　
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2013年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

紫水会
クラブ親睦と自らの技量UP、余暇の有効利用を兼ね
白球を追っています。優勝者をご紹介し、
本人の努力と幸運に拍手をおくってください。
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◎ 紫水会  ゴルフ優勝者（2013〜2014）
ゴ　ル　フ　場　名 日　時 優 勝 者 OUT ＩＮ ＧＲ HDCP NET

西日本カントリークラブ ７月19日 大　石　哲　栄 36 43 79 22.8 56.2

九州ゴルフ倶楽部    八幡コース
（親子３クラブ合同親睦ゴルフコンペ）

９月19日 石　井　浩　司 49 50 99 27.6 71.4

西日本カントリークラブ 11月22日 大　石　哲　栄 39 46 85 22.8 62.2

九州ゴルフ倶楽部    八幡コース 12月20日 宮　　　　　弘 53 54 107 36.0 71.0

小倉カンツリー倶楽部 １月17日 吉　永　昭　史 41 40 81 19.8 61.2

ミッションバレーゴルフクラブ ３月14日 花　田　利　雄 50 55 105 36.0 69.0

九州ゴルフ倶楽部    八幡コース ５月27日 春　田　知　見 45 44 89 23.6 65.4

チェリーゴルフクラブ ６月27日 山　口　純　一 44 44 88 13.2 74.8
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ライオンと呼ばるる人   

事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ

常に微笑をたたえ、人類を愛し

知識人の尊敬を集め

幼児たちに親しまれる人

その地位にふさわしく

かつ精力的な仕事ぶりにより

一輪の花と心うつ詩と

そして、うるわしさを秘めた魂とによって

よりよき社会をもたらす人

人生の中に美の輝きを感じ

その賛美の言葉を忘れず

友の美点をつねに見守り

自らの良きところをまた友に贈る

その人生こそ偉大なる感激そのもの

ライオンズの光   

一本の明かり

一本の、小さな明かり

それはわずかに身の廻りを照らすにすぎない

しかし幾千万と集まれば

影と闇とをなくする

巨大な光明となるにちがいない

一本の明かり

一本の、温かい明かり

それはライオンズ精神にもたとえられる

一人の胸にともされたライオンズ精神は

たとえその明かりは乏しくとも

その光は地域社会を照らしつづけよう

ライオンズの願いは限りなく大きい

だから、すべてのライオンよ

今こそ胸の光を結集して

太陽のごとく

奉仕と友愛との輝きを

地上のいたる所にゆきわたらせようではないか

また会う日まで

ほほ笑みつ

わかれむ

こだまひびく

　　ライオンズ　ローア

高らかに

　　歌いたたえよ

ライオンズ　サービス

かたき握手のうち　友情こめて

また会う日まで

　　健やかに



編集後記　雑感
　早いもので昨年の広報誌を作成してもう一年が過ぎようとしています。
　今年は２回目ということもあり撮影や編集もかなり慣れてきました。ただどうしても土、
日曜日が仕事の関係上参加できなかったりしてご迷惑をお掛けしたと思います。
　来期も引き続き委員長をやらせていただきますのでよろしくお願い致します。

　　
対外向け紫水 LC紹介ホームページもよろしくご高覧下さい。
　（ＵＲＬ）　　ＰＣサイト　 http://ktqsisuilions.qp.land.to/index.html
　　　　　　携帯サイト 　http://ktqsisuilions.qp.land.to/i/

  ＰＲ会報 IT 委員長 　Ｌ. 長藤　淳二



■ 発 行 日 平成26年6月

■PR編集 長藤　淳二（委員長） 

        落合　　純（副委員長） 

         泉　　義隆（委員） 

    

■ 発 行 者 北九州紫水ライオンズクラブ 

             北九州市小倉北区堺町1丁目1番1号 

           JTB小倉ビル6F（事務局） 

           TEL093-522-1251／FAX093-522-1253 

■ 印  刷   ツカサ印刷株式会社 

             北九州市小倉北区霧ヶ丘3丁目9番3号

           TEL093-921-7593／FAX093-921-7405 

北九州紫水 ライオンズクラブ 

【会報 紫水】 

2013.7-2014.6

KAIHO SHISUI

No.46

No.462014

ラ イ オン ズ クラ ブ 国 際協 会   337 - A 地 区   1R - 1Z 

北九州紫 水 ライ オ ン ズ クラ ブ 

北九州紫 水 ライ オ ン ズ クラ ブ 

【会報 紫水】 


