
会長提言

２００９年７,８月号

ガバナー提言

創意・工夫･協調 和
“和を以って尊しと成す”

　結成年月日    ： １９６３年３月２１日 　チャーターメンバー ： ３５名
　チャターナイト ： １９６３年１１月３日 　スポンサークラブ ： 直方ライオンズクラブ
　メールアドレス ： lions@h9.dion.ne.jp
　ホームページ  ： http://www.aramaki.biz/lions/

　宮若ライオンズ創立４６年目を迎えるにあたり、一度クラブ内部の見直しを図りたい。執行部の
あり方、委員会のあり方、等々。その為には、会長である私が、より多くの勉強をしていかないと
務まらないと思う。ガバナー提言である、創意･工夫・協調は、まさに人対人の中でどれだけの
事ができるのか、真価を問われるところです。
　また、「We Serve」のもと集まった人たちと何をするのか？
そうです、奉仕活動です。この奉仕でのアクティブティを如何に充実させるか、会員の皆様が気
軽に参加出来るのか、各委員会を通じて研究していきたい。
これら総ては、良くも悪くも『和』を以って、通じ合わない限り未来はない。
四年後の創立５０周年に向け、今年一年は、これらの事を研究、研鑽して行く所存です。

2009～2010年　46代会長　Ｌ高鍋年明

幹事　Ｌ石田徹也 会計　Ｌ酒井洋男会長　Ｌ高鍋年明



　
　

  ライオンズに入会させて頂いて６年になります
何事も早く覚えようと自分なりにお手伝いさせていただき
ましたが、いつしか女性が少ないこともあって自然と足が
遠のいてしまいました。今年度テールツイスターと言う役
をさせて頂き、三役の方の姿をみて改めてライオンズの深
い心がわかりました、初心に帰り一年間頑張っていきたい
と思っております。
　よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　テールツイスター　坂本澄江

　
　平成21年の７月、宮若ライオンズクラブ「高鍋丸」が、「和」「和を以って尊しと成す」との、錦の御旗を揚げ“ウイ
サーブ”精神の遠い遠い港を求め47名の乗組員と共に船出しました。　その中に幹事と言う大役を仰せつかり
「荷が重たすぎる、自分に務まるのだろうか」と案じながらも、クラブの皆様、どうぞ【叱ってやってください、教えて
やってください、手を引いてやってください】皆様のご理解とご協力無くして何が出来ましょうか？何も出来は致し
ません。
　月日が経つのは本当に早いものです。最愛の妻が帰らぬ人となって、１年と５ヶ月の歳月を数えました。
生前の孝子は、「人様が喜んでくださることが出来る今が嬉しい、ライオンズクラブの活動が楽しい」等々と言って
おりました。色々の人様と関わり、種々な所へ顔を出し、多くの皆様からご親交いただきながら、奉仕活動に励ん
でおりました。そんな折、思いもしない病に侵され旅立ってしまいました。やりたいことは、まだまだ沢山あっただ
ろうと想います。
　志半ばで、お迎えが来てしまった彼女の心を思うとき、私は少しでもこの想いを引き継いでやらなければならな
いと考えながら、未熟者ではございますが、この一年間、この大役を務めさせていただきます。
　ご指導とご鞭撻、よろしくお願い申しあげます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　石田徹也

　
　昨年度は会員の皆様の多大なるご支援ご協力を賜
り誠に有難うございました。厚く御礼申し上げます。
　また、会長の任を無事終えることが出来ましたこと
は、ひとえに七役の皆様、各委員会委員長・副委員
長の皆様、さらに理事会メンバーの方々の温かいご
声 援、力強いご激励の賜と深く感謝を申し上げま
す。
　さて、私こと日頃の不摂生がたたり、４月１５日、脳
出血で入院いたしましたが、入院加療中は会員の皆
様に多大なるご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳
ありませんでした。また、ご丁寧なお見舞いや、温か
い励ましを頂き、紙面では失礼かとは存じますが、改
めまして厚く御礼申し上げます。
　特に藤井幹事には一方ならぬお世話になり衷心よ
り感謝申し上げます。
　本年度はリハビリに努めつつも、昨年の恩返しに高
鍋会長をもり立てるよう頑張ってまいりますので、今後
ともよろしくお願い申し上げます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　直前会長　荒牧慶一

　私、高校時ラグビーに熱中していました
そこで学んだ事が、犠牲的精神、奉仕的精神を徹底的にたたき込まれました。自分一人が目立つのではなく
‘FOR　ALL　皆のためにチーム全員が一丸となって’と言う事が、ライオンズスピリッツと全く同じでした。それに
会長が唱えられている「和」を加え、老体に鞭打って頑張ります。どうぞ宜しく御願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計　酒井洋男

　
　このたび宮若ライオンズクラブに入会させていただ
いて決意した事
スローガンに謳われた
・ 困っている人の力になろう
・ 世界に広がる組織の一員になろう
・ 自分の能力を伸ばそう
奉仕と友情で結ばれた仲間の一員として微力ながら
皆様のお力を借りて宮若ライオンズクラブの発展に
向かって歩んで行けたら　残り少ない人生悔いのな
い　一生でありたいと思います
皆様の御指導よろしくお願い申し上げます
　　　　　　　　　　　　　　　ライオンテーマ　福江圭子

　
　約一年前、幹事をやれという話になり、自分としてはまだ
まだと云う思いでしたが、成り行き上お引き受けすることに
成りました。最初の行事は川下りで市役所前から植木ま
で三時間位のコースを途中交代で漕いで行きます、私は
後半に直方LCの方々や当クラブのメンバーと一緒に乗り
ました水の流れも無く暑さと疲労感と戦いながらでしたが
久々に爽快な汗をかきました。楽しみにしていたパークゴ
ルフは、宮若がホストしかし朝起きるとどしゃぶりの雨、
困ってしまったのですが一応現地に集合し行うか中止か
を話し合う事にしました。やろうということになり、びしょ濡
れのゴルフ大会となりました。又四～五年前からの継続事
業で、なびきホール前に桜の木を植えました。そこで翌年
の春には花見をすることが出来ました。
　献血・セーフティステーション・缶拾い・白寿園の慰問・
周年行事に年次大会と数々の行事に参加した一年でし
た。お陰様で話し合える友人も増え、いろんな貴重な経
験も出来、自分にとって大きな財産となりました。
　又、多くの行事や事業に沢山の参加をしていただき皆
様のお陰で無事終えた事に感謝しています。本当にあり
がとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直前幹事　藤井満伸



　「今年の早朝例会、《清水寺》で行いましょう。」Ｌ坂口の発案で準備を進める、７月下旬から大雨が降り通行止
め箇所も出ました。　「当日は雨が降りませんように！」そう祈る毎日。
　当日小雨が降り心配しましたが、ライオン、ライオネスの情熱に圧倒され、お天気になりました。元気にラジオ
体操、真新しい木の匂いがする新築のお部屋での例会、御住職の人柄を感じさせた、心温まる法話。　　例会
後のお弁当、Ｌ松永澄手作りのお味噌汁美味しかったです。皆様のご協力、心から感謝しております。
　追伸：「秘仏の千手観音菩薩、十一面観音菩薩座像（県指定文化財）に拝跪できなかった事が残念でした
ね。」後日Ｌ尾藤　曰く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席･計画・財務・レクレーション委員長　Ｌ船越千花代

新会員紹介
●安河内千鶴子（やすこうち　ちずこ）　●昭和16年1月26日生
●勤務先　スナック　やすら樹　 ●宮若市金丸757－4　 ●スポンサー　　Ｌ石田徹也

　337Ａ３Ｒ１Ｚチェアパーソン
　　Ｌ石山洋一

ラジオ体操

清水寺住職の法話

早朝例会の模様

食事の準備

８月２１日２０時～宮若市河川公園で花火大会が盛大に行われまし
た
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チャーターメンバー紹介　L佐野久邦
ライオン暦
1963～1965年　2ヵ年　ライオンテーマ
1971～1972年　　　　　第二副会長
1977～1978年　　　　　会長
1989～1990年　　　　　地区ライオンズ情報委員長
1963～2009年　　　　　チャーターメンバー

　結成当時、1963年はエネルギー革命の波を真
正面に受けて炭鉱閉山の兆しは経済機構の減退
産業衰退、動労不安、人心の動揺等の危機の現
れてきた宮田、若宮両町に、少しでも地域のお役
にたちうべく宮田ライオンズクラブは設立されまし
た。由来、46年に亙り皆様方のご期待どおりで
あったかと今心に銘じておるものであります。

ライオンズクラブ国際協会ホームページより転載


