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Slogan
 スローガン

 Lジュンヨル・チョイ

「We Serve」 

☆ライオンズクラブ国際会長

337-A地区ガバナー／ L津村  洋一郎 

「団結・行動」

☆337-A地区ガバナー提言

「 もっと奉仕を 」

☆北九州紫水ライオンズクラブ会長提言
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　先ずはクラブ結成４０周年の記念すべき節目の年度に
会長職を担わせていただき、また周年の記念事業と通年
のクラブ事業が並行し、大変ご多忙な中、陰に陽に支え
ていただいた皆様に感謝申し上げます。
　この一年を顧みるに、会長としては、総じて皆様の期
待に応えたとはいい難いですが、クラブ役員、実行委員
長Ｌ田代をはじめとする４０周年記念式典実行委員会の
役員、そして会員お一人おひとりのご助力、さらには事
務局のサポートにより、私の至らぬ点を補っていただき
ました。特に幹事のＬ花田、会計のＬ丸林には、異例の
任期途中に周年の三役を担っていただくこととなり、大
変なご負担をおかけしましたが、重責を果たしていただ
きました。改めてお礼を申し上げます。
　私が掲げた『もっと奉仕を』は、４０周年記念事業の
中で、大きな成果を残しました。その披露の場でもある
記念式典は、まさに会員一丸となって、終始規律を保っ
て執り行うことができました。膨大な時間と労力をかけ
て準備を重ねたことが結実し、クラブの団結力を体現で
きたことは、クラブへの帰属意識の高揚と、ライオンと
しての誇りにつながりました。同じような思いをされた
方も多かったものと存じます。
　一方で年度後半は、新型コロナウイルスの感染拡大の
影響により、予定していたアクティビティの中止を余儀
なくされました。誠に残念でしたが、今後は、“コロナ後”
の社会で求められる奉仕活動を実践していくことが、社
会奉仕団体たるライオンズクラブの務めであり、その一
助になるよう励んでまいる所存です。
　クラブ運営においても、コロナの影響により、長期に
わたり例会を行うことができませんでした。クラブの礎
となる例会は極力開催したいとの思いを持ち、毎回、判
断に悩みましたが、皆様とご家族、ご勤務先等の健康と
安全を最優先いたしました。ご批判等もあろうかと存じ
ますが、ご容赦のほどお願いいたします。また、次期へ
の引継ぎについても、万全の対応が取れず、次期の役職
者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申
し上げます。
　結びになりますが、これからも一ライオンとして、精
進を続けてまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。

会　長

L 德永  慎一

会長退任挨拶

❖三役退任あいさつ

　今期北九州紫水ライオンズクラブで幹事を努めさ
せていただき、多くの経験をさせて頂いた事に感謝
申し上げます。
　紫水ライオンズクラブにとって、今期は40周年
記念事業があり三役五役、大会実行委員会とも何度
も協議を重ね、私にこの大役が務まるか心配の点も
数多くございましたが、多くの会員のお力添えのお
陰で滞りなく盛大かつ厳粛に終えることが出来た事
は、私にとって励みと自信に繋がりました。
　重ねて御礼申し上げます。
　また記念事業が終わって直ぐにコロナ問題が大き
く取り沙汰されるようになり、今までに経験の無い
事がライオンズクラブを襲いました。
　計画していたクラブ活動は中止、アクティビ
ティーもほぼ全て中止になり、例会すらも開けない
状態が4 ヶ月以上も続いております。
　来期になってもワクチンができるまでは変化の中
で難しい選択を迫られる事が多くあると思います。
コロナ問題と、どう向き合っていくか、世界共通の
課題だと思います。
　ただ、悲観する事なく、この経験を将来に生かせ
る事が今の私たちにできる事だと思っています。
　ライオンズクラブとして、ライオンズマンとして、
今までにない変化を求められる時に私たちが、何が
できるかを考え、行動していく事が明日の明るい社
会を作って行くと信じています。
　私の幹事としての役目は六月で終わりますが、ラ
イオンズマンとしてこれからもWE SERVEの精神を
基に精進してまいります。
　最後になりますが、一年間本当にありがとうござ
いました。

幹　事

L 花田  佳征

幹事退任挨拶
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　周年クラブ三役という大役をさせていただ
き誠にありがとうございます。
　また4年連続にてクラブ三役という貴重な経
験が出来て重ねて感謝申し上げます。
　その中で今期終盤にきてコロナウイルスの
蔓延により例会、理事会、委員長会の中止と
ほぼクラブ活動が出来ない状況となりました。
ただ2月15日の北九州紫水ライオンズクラブ
40周年記念例会を華々しく盛大に行えたこと
は最大の喜びでした。この喜びをクラブ三役
として経験できたことは誇りであります。何
よりもクラブ会員全員でこの40周年を大成功
に収めることが出来たことは本当に大きな財
産であります。
　この貴重な経験を積ませていただいたこと
でこれからのライオンズライフを送るうえで
大きな財産になったと思います。
　今後も精進しライオンズ活動に取り込む所
存でありますので引き続きご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申し上げます。

会　計

L 丸林  弘一

会計退任挨拶

　この度、北九州紫水ライオンズクラブ　第４１
代の会長の重責を拝命することになりました。
　昨年は、徳永会長の先導により、クラブ会員の
皆様の強固な結束力が生まれた年ではなかったか
と思います。
　４０周年の記念式典ではその団結した力を、ご
来場いただいた各ライオンズクラブへご披露する
ことができ、お客様からお褒めのお言葉をいただ
いた時には、我クラブはやはり偉大なクラブだな
と改めて感動致しました。
　徳永会長から今期その大役を引き継ぐわけです
が、大変な重責です。身を引き締めて１年間会長
の職を全うしてまいります。
　コロナウイルスの影響で、今期にできる活動も
限られる可能性もあります。このような時こそ会
員の皆様と強い結束力と知恵でこの難局を乗り越
えていきたいと願っています。
　また今期は、我クラブの将来を担ってくれる若
い世代を、時には厳しく、時には深い愛情をもっ
て大切に育て、我クラブが永遠に繁栄するよう、
人材育成にも取り組んでいきたいと思っていま
す。
　会員の皆様と手を取り合って、我クラブ５０周
年へ最初の一歩を踏み出すことになりますが、皆
様と奉仕活動を通じて、社会に少しでも貢献し、
家族・仕事・社会に感謝し、その奉仕活動・社会
貢献が大きな喜びと感じられる、そんな一年にな
れば幸いと思います。
　そして昨年の勢いをそのまま継承できるよう５
役と知恵を出し合いながら、楽しく、しっかりク
ラブ運営を行ってまいります。
　大変未熟な私ではございますが、皆様のご指導、
ご鞭撻を賜りながら全力で取り組んでゆきたいと
存じます。何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。

次期会長

L 松浦  崇行

次期会長就任挨拶

❖次期三役就任あいさつ



�北九州紫水ライオンズクラブ会報　　　　　  No.52

　我クラブは、昨年前三役の指揮のもと結成４０
周年の記念式典も無事に終了し、５０周年に向け
て踏み出すことになりました。
　今期は幹事の役を拝命し、昨年と同様にクラブ
会員の皆様が一致団結できたクラブ運営ができる
か不安な部分はございますが、身を引き締めて
しっかりと、幹事の職を一年間努める所存です。
　昨年の三役の皆様また諸先輩方が築き上げた北
九州紫水ライオンズクラブの伝統を守り、今期の
クラブ運営を精一杯サポートしてまいりたいと
思っております。
　今期の五役には歴代の会長経験者がおり、クラ
ブ運営の経験はもちろんのこと、知恵や行動力と
いった心強い援助をいただくことができるため、
ご指導をうけながら、松浦会長をしっかりと支え
ていきたいと思います。
　また今期は、松浦会長より若いクラブ会員の育
成を取り組みたいとのお話をいただきました。私
も未熟ではありますが、どうしたら例会・アクティ
ビティ等もっと積極的に出席していただけるか考
え、模範となるような行動を実践していくよう努
力してまいります。
　そしてクラブ会員の皆様が、今期１年間「楽し
かった」・「良かった」と言ってもらえるように努
力してまいります。
　皆様の愛情あるご指導をいただきながらしっか
りと取り組んでいきます。どうぞよろしくお願い
いたします。

次期幹事

L 吉髙  久雄

次期幹事就任挨拶

　この度　新年度の松浦会長より会計に任命
されましたので、快く引き受けさせていただ
きました。
　新年度は新型コロナの問題を引きずった状
態でのスタートですが、クラブが問題なく運
営できるよう松浦会長・吉高幹事と綿密に打
合せしながら進めて行きたいと思います。
　会計に就任するのも11年ぶりですので、当
時の事は覚えていませんが、会員のみなさん
が明るく楽しくライオンズライフを過ごして
頂ける様、三役の一人として頑張りたいと考
えています。
　この先、どんな問題が起こるかもしれませ
んが、例年のように一つでも多くの奉仕活動
が実施され、達成感を全員で共有できればと
思います。
　一年間　会員の皆様のご指導ご鞭撻を宜し
くお願い致します。

次期会計

L 田代  修一

次期会計就任挨拶
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会　　長

德永　慎一

幹　　事

花田　佳征

監　　査

河本　憲一

大年　一彦

二 年 理 事

金山　昌勲

会 員 理 事

内田　任信

二 年 理 事

泉　　義隆

一 年 理 事

田代　修一

委員会

委員長 吉田　　勲

会員・FWT
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・アカデミー

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

内田　任信

丸林　弘一

南立 華子（FWT担当） 河本　憲一

岡田 哲哉（賛助）

黒岩　広志

吉髙　久雄

西野　章男

柴田　憂理

松浦　崇行

大年　一彦

井上 　靖（賛助） 中園 雄一郎（賛助）

大束　正彦

三好　祥二

佐藤　栄作佐伯　俊宜

渡辺　佳則

冷牟田 宏樹

西田 政宏（賛助）

金海　慶治 宮　　　弘 喜多村 正樹

大櫛　勝彦進藤　大輔

※2020年 6月末日現在

合原　真司

副委員長

委　員

前　会　長

丸林　弘一
元地区ガバナー

吉田　　勲

国際協会公認メディア
スペシャリスト

地区ライオンズクエスト
副　委　員　長

泉　　義隆

第二副会長

花田　佳征

第一副会長

松浦　崇行

会　　計

丸林　弘一
テールツイスター

杉本　純二

ライオンテーマー

藤村　進一
河本　憲一

北九州紫水ライオンズクラブ構成表
〈2019.7 ～ 2020.6〉

財 務・計 画

第三副会長

杉本　純二

北九州紫水ライオンズクラブ構成表  2019.7〜2020.6

L 南
なんだて

立　華
はな

子
こ

昭和59年7月27日
　
　
飲食業
華美-ＨＡＮＡＢＩ-（オーナー）
小倉北区鍛冶町1-6-17 鍛冶町第一ビルBF 
TEL.093－661－8807
旅行
Ｌ合　原　Ｌ内　田
令和元年7月3日転籍

生 年 月 日
現 住 所

業 種
勤 務 先

趣 味
ス ポ ン サ ー
入 会 日

L 冷
ひや

牟
む

田
た

  宏
こう

樹
き

平成6年11月28日
小倉北区古船場7-8-1201
TEL.090-9795-5585
為替トレーダー
㈱Nexel-Shinkou（代表取締役）
同上

買い物
Ｌ佐　伯　Ｌ德　永
令和元年9月4日

生 年 月 日
現 住 所

業 種
勤 務 先

趣 味
ス ポ ン サ ー
入 会 日

2019年度　新会員紹介
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SERVEWE

　    日　付   例　会 　　　　　　　　　賞 対 象 者

2019年11月20日 第９５５回 チャーターモナークシェブロン賞　４０年 L宮　　　弘
L吉田　　勲

モナークシェブロン賞　　　　 １５年 L合原　真司
モナークシェブロン賞　　　　 １０年 L井上　　靖

L長藤　淳二
L丸林　弘一

ＬＣＩＦキャンペーン１００賞 L合原　真司
L泉　　義隆
L南立　華子
L花田　佳征
L吉田　　勲

2020年２月15日 第９６１回 ４０周年チャーターメンバー感謝状 L宮　　　弘
L吉田　　勲

2020年３月25日 第９６３回 メルビンジョーンズフェロー賞（２９回） L泉　　義隆
2020年６月24日 第９６９回 337-Ａ地区第６６回年次大会アワード

　　　　　　　　　◇ＰＲ賞 北九州紫水ＬＣ
　　　　　　　　　◇ＬＣＩＦクラブ賞 北九州紫水ＬＣ
　　　　　　　　　◇国際親善貢献クラブ賞 北九州紫水ＬＣ
メンバーシップキー賞 L花田　佳征

L丸林　弘一
２０１９年度労力ＣＴ功労賞 Ｌ喜多村正樹
ヘアドネーション感謝状 Ｌ柴田　憂理

Ｌ南立　華子

アワード・表彰関連NEWS
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北九州紫水ライオンズクラブの１年
2019.7-12
９４６回 ７月３日 第１例会
  　　表敬訪問　１Ｒ　ＲＣ　　Ｌ大瀬　博巳
  　　　　　　　１Ｒ１ＺＺＣ　Ｌ辻　ひとみ
  　　　　　　　北九州小笠原ＬＣ　　　会　　　長　Ｌ中村　智和
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　会　　　計　Ｌ井上　　弘
  　　ラペルボタン伝達　三役　　Ｌ德永　Ｌ糸永　Ｌ花田
  　　新会員戴帽式　　南立　華子様
  　　三役感謝状伝達　前三役　　Ｌ丸林　Ｌ德永　Ｌ松浦
　  　　前地区役員に感謝状並びに記念品贈呈　　Ｌ吉田　Ｌ合原　Ｌ河本　
  　　例会出席１００％賞　１９名
 ６日 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動ヤング街頭キャンペーン
 ７日 ４０周年記念事業「ＮＰＯ法人則松金山川コスモス会」寄付金贈呈
 １０日 理事会
 １２日 ４０周年実行委員会
９４７回 １７日 第２例会
  　　表敬訪問　北九州第一ＬＣ　　　　会　　　長　Ｌ大庭　省二
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　幹　　　事　Ｌ瀬戸口瑛智
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　会　　　計　Ｌ木村　奈美
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　ライオンテーマー　Ｌ髙橋　正道
  　　２０１８年度会計決算報告及び監査報告
  　　２０１９年度予算案報告
 ２４日 委員長会
  　　釜山釜慶ＬＣ派遣生オリエンテーション
 ２６日 ４０周年実行委員会
 ８月５日 釜山釜慶ＬＣ派遣生見送り
９４８回 　７日 オブザーバー紹介　山形　拓也様
 ９日 ４０周年実行委員会
　 １１日 釜山釜慶ＬＣ派遣生出迎え
　 ２１日 理事会
９４９回 ２１日 第２例会
  　　オブザーバー紹介　冷牟田宏樹様
  　　釜山釜慶ＬＣ派遣生及び保護者紹介
  　　　　上田　琉愛様　砂山　文音様　溝部　結衣様　山口　亜花様　　
　 ２３日 ４０周年実行委員会
　 ２８日 委員長会
９５０回 ９月４日 ４０周年実行委員会
　　　　 　　　　 第１例会
  　　ゲスト紹介　ボルグバレット北九州　ジェネラルマネージャー　柿塚　英樹様
  　　新会員戴帽式　冷牟田宏樹様
 ９日 紫水会（北九州小倉東ＬＣ１５周年記念チャリティゴルフ大会）小倉カンツリー倶楽部
 １１日 理事会
　 １９日 ４０周年記念事業「ボルグバレット北九州」支援金贈呈式
９５１回 ２０日 ガバナー公式訪問１Ｒ合同例会
　 ２５日 委員長会
　 ２７日 ４０周年実行委員会
９５２回 １０月２日 紫水会（北九州高塔ＬＣチャリティゴルフ大会）チサンＣＣ遠賀
　　　　 　　　　 第１例会
  　　ゲスト紹介　㈱ギラヴァンツ北九州　代表取締役社長　　　玉井　行人様
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　常勤顧問事業本部担当　二村　弘志様
  　　オブザーバー紹介　大坂　祐介様
 ９日 理事会
 １１日 ４０周年実行委員会
　 １２日 ライオンズ奉仕デー金山川周辺清掃ＡＣＴ
　 １３日 「ギラヴァンツ北九州」試合日献血ＡＣＴ及び記念事業贈呈式
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９５３回 １６日 第２例会
  　　ゲスト紹介　明るい社会づくり運動北九州地区協議会　相談役　　廣津　延彦様
  　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　事務局長　久恒　正人様
  　　　　　　　　北九州市立もじ少年自然の家　　　　　　所長　　　西胤　正弘様
　　　 ２３日 委員長会
 ２５日 ４０周年実行委員会
 ２６日 １Ｒ 1・2 Ｚ合同九州北部豪雨及び令和元年台風１９号支援募金活動
９５４回 １１月６日 第１例会
  　　ゲスト紹介　社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会インクルきく　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所長　奥村　安徳様
　 １１日 紫水会（４０周年記念チャリティゴルフ大会）九州ゴルフ倶楽部八幡コース
 １３日 理事会
  　　４０周年記念事業「明るい社会づくり運動北九州協議会」支援金贈呈式
　 １５日 卓話会　小倉ホルモン花　講師　Ｌ佐藤　栄作
９５５回 ２０日 第２例会
  　　ビジター紹介
　　　　　　　　　　　　　　地区名誉顧問・元ガバナー、地区ＧＬＴコーディネーター　Ｌ麻生　好彦
　　　　　　　　　　　　　　北九州小倉東ＬＣ結成１５周年記念式典大会実行委員長　 　Ｌ金丸　市郎
　　　　　　　　　　　　　　北九州小倉東ＬＣ結成１５周年記念式典大会姉妹ＬＣ接待部会長　Ｌ末武　丈資
　  　　アワード伝達
　　　　　　　　　　　　　　チャーターモナーク賞　４０年　Ｌ宮　Ｌ吉田
　　　　　　　　　　　　　　モナークシェブロン賞　１５年　Ｌ合原
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　１０年　Ｌ井上　Ｌ長藤　Ｌ丸林
　　　　　　　　　　　　　　ＬＣＩＦキャンペーン１００賞 Ｌ合原 Ｌ泉 Ｌ南立 Ｌ花田 Ｌ吉田
　  　　会員研修会　講師　Ｌ麻生　好彦
 ２２日 ４０周年実行委員会
 ２３日 ４０周年記念事業「北九州カヌー教室」支援金贈呈式
　　　 ２７日 委員長会
　　　 ３０日 金山川チューリップ祭り前チューリップ球根植え
９５６回 １２月４日 第１例会
  　　オブザーバー紹介　梅林　仁史様　畑中　智江様
  　　ビジター紹介
  　　　　北九州小笠原ＬＣ２５周年記念式典大会会長 Ｌ中村　智和
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　大会幹事 Ｌ野々田　潔
  　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　大会会計 Ｌ井上　　弘
　　　　 ７日 インクルきく餅つきレクレーション及び４０周年記念事業贈呈式
 １１日 理事会
　 １２日 紫水会　下関ゴルフ倶楽部（川棚）
 １３日 ４０周年実行委員会
９５７回 ２２日 クリスマス家族例会
　  　　ビジター紹介
　　　　　　　　　　　　　　北九州第一ＬＣ　地区名誉顧問・元ガバナー　Ｌ田中　孝文
  　　　　　　　〃　　　　会　　　長　　　　　　　  Ｌ大庭　省二
  　　　　　　　〃　　　　幹　　　事　　　　　　　  Ｌ瀬戸口瑛智
  　　　　　　　〃　　　　理　　　事　　　　　　　  Ｌ松井　四郎
  　　　　　　　〃　　　　ライオンテーマー　　　　  Ｌ髙橋　正道
  　　　　　　　〃　　　　国際協調副委員長　　　　  Ｌ濱脇　樹里
  　　新会員紹介・クリスマス会アトラクション
 ２５日 ４０周年実行委員会
　　

2020.1-6
９５８回 １月８日 新年例会
 １０日 ４０周年実行委員会
 １２日 1 Ｒ 1・2 Ｚ合同「はたちの献血」ＡＣＴ
　　　　　　 １５日 理事会
 １７日 紫水会　九州ゴルフ倶楽部八幡コース
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９５９回 ２２日 第２例会
  　　２０１９年度上半期クラブ会計決算及び監査報告
  　　式典リハーサル
 ２４日 ４０周年実行委員会
 ２９日 委員長会
　　　　 　　　　 ４０周年実行委員会
９６０回 ２月５日 第１例会
  　　指名会
  　　式典用クラブ活動ＤＶＤ鑑賞
　　　　 　　　　 ４０周年実行委員会
　 １２日 理事会
　　　　 　　　　 ４０周年実行委員会
　 １４日 ４０周年記念品袋詰め
９６１回 １５日 ４０周年記念式典
　 １９日 卓話会（４０周年記念式典反省会）さんぽ路　講師　Ｌ田代　修一
 ２６日 委員長会
９６２回 ３月４日 第１例会・・中止
 １１日 理事会
　 １４日 金山川チューリップ祭り前清掃ＡＣＴ
９６３回 ２５日 第２例会
  　　オブザーバー　緒方　　習様　宮川　自由様　
  　　ビジター紹介　第二副地区ガバナー立候補者　Ｌ二場　安之
  　　　　　　　　　福岡玄海ＬＣ　　会　　　長　Ｌ西山　嘉浩
  　　　　　　　　　　　〃　　　　　第一副会長　Ｌ矢野　靖彦
　　　　　　　　　　　　メルビンジョーンズフェロー賞伝達（２９回）  Ｌ泉
　　　　　　　　　　　　委嘱状伝達
　　　　　　　　　　　　　　３３７複合地区第６６回年次大会決議委員会副委員長兼記録委員　　　Ｌ吉田
 　　　 委員長会
９６４回 ４月１日 第１例会・・中止
　 ８日 理事会・・中止
９６５回 １５日 第２例会・・中止
　 ２２日 委員長会・・中止
９６６回 ５月７日 第１例会・・中止
　 １３日 理事会・・中止
９６７回 ２０日 第２例会・・中止
 ２２日 北九州市へマスク、ハンドジェル寄贈
 ２７日 委員長会・・中止
 　　　 インクルきくへマスク寄贈
９６８回 ６月３日 第１例会・・中止
 　　　 理事会及び次期理事会
 １０日 現・次期委員長引継会
 １７日 紫水会（取切戦）若宮ゴルフクラブ
 　　　 準備理事委員長会
９６９回 ２４日 第２例会
  　　メンバーシップキー賞伝達 　Ｌ花田　Ｌ丸林
  　　ヘアドネーション感謝状 伝達　　　Ｌ柴田　Ｌ南立
  　　337- Ａ地区第６６回年次大会アワード披露
　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ賞　国際親善貢献クラブ賞　ＬＣＩＦクラブ賞
  　　２０１９年度労力ＡＣＴ功労賞贈呈 　Ｌ喜多村
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2019年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

釜山釜慶ＬＣ派遣生帰国報告
　２０１9年8月21日（水）

Activity

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動ヤング街頭キャンペーン
　２０１9年7月6日（土）ＪＲ小倉駅ＪＡＭ広場

Activity

1R1・2Z合同九州北部豪雨及び令和元年台風19号支援募金活動
　２０１9年10月26日（土）ＪＲ小倉駅前

Activity

インクルきく餅つきレクレーション及び 40 周年記念事業贈呈式
　2019年12月7日（土）

Activity
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2019年度の軌跡
北九州紫水ライオンズクラブ

金山川チューリップ祭り前清掃ＡＣＴActivity
　2020年3月14日（土）　

北九州市へマスク・ハンドジェル寄贈Activity
　2020年5月22日（金）　

インクルきくへマスク寄贈Activity
　2020年5月27（水）　
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クリスマス家族例会

第40期最終例会

ガバナー公式訪問１Ｒ 1・2・3・4 Ｚ合同例会

 12
22
2019

 624
2020

 9
20
2019
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北九州紫水LC 結成40周年
記 念 式 典

２０２０年２月１５日、JR九州ステーションホテル小倉で４０周年記念式典を開催しました。
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北九州紫水LC 結成40周年
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北九州紫水LC 結成40周年

　2019年11月11日、40周年記念チャリティゴルフ大会を九州ゴルフ倶楽部八幡コー
スで開催しました。参加者は165名でした。

グロス イン グロス ハンディ ネット
優勝　 高橋 大志　氏 ４１ ３８ ７９ 　９.６ ６９.４
２位　 大島 俊充　氏 ４３ ３９ ８２ １２.０ ７０.０
３位　 吉岡 浩志　氏 ４５ ４１ ８６ １５.６ ７０.４

�0周年記念チャリティゴルフ

１．ＬＣＩＦ１０，０００＄献金
２．「ギラヴァンツ北九州」活動支援金　１００万円
３．「則松金山川コスモス会」活動支援金　３０万円
４．「明るい社会づくり運動北九州協議会」活動支援金　４５万円
５．「ボルクバレット北九州」活動支援金　２０万円
６．「社会福祉法人北九州手をつなぐ育成会インクルきく」活動支援金　３０万円
７．「北九州カヌー協会」活動支援金　３５万円

�0周年記念事業
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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。

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

紫水会

　

ゴ ル フ 場 名 日　　時 優勝者 OUT IN GR HDCP NET

下関ゴルフ倶楽部 2019.12.12 ㈭ 丸林　弘一 53 50 103 20.8 82.2

九州ゴルフ倶楽部 2020. 1.17 ㈮ 金山　昌勲 51 44 95 23.4 71.6

若宮ゴルフクラブ 2020. 6.17 ㈬ 金海　慶治 44 44 88 17.6 70.4

2020年2月19日（水）　於　さんぽ路
　40周年記念式典実行委員長Ｌ田代修一に講師を依頼し、記念式典の慰労と
反省を兼ねて開催しました。
　5年後に向けての抱負も語って頂き、有意義な会となりました。

2019年11月15日（金）　於　小倉ホルモン花
　Ｌ佐藤栄作に講師を依頼し、北九州市政に
ついて大いに語って頂きました。

※3、4、5月は新型コロナウイルス感染拡大予防の為、開催しておりません。
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