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『自尊の心』
【スローガン】

 情熱・絆・団結
【スローガン】 成功させよう　第99回国際大会
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一年を振り返って　前会長　Ｌ．安永徹
宮若クラブ会員の皆様方のご協力により、1年間の任期をどうにか終える事が出来ました。
心から感謝申しあげます。
 今期の提言は「進取」―自ら進んで物事に取り組む―　を掲げて１年間やってまいりました。
 例会活性化、友好クラブ締結、会員増強、事業資金獲得、と欲張った目標を立てておりました。
 持ち出し例会、例会場のテーブル配置変更、ニコニコ袋、友好クラブ締結も皆さま方のご協力により、無事福岡ふよ
うライオンズクラブと結ぶ事が出来ました。
 会員増強に対しましては、私の力不足をひしひしと感じております。
 事業につきましては、各委員長と会員皆さま方の協力により、すべて無事終える事が出来ました事感謝申し揚げま
す。
 今期私が会長になり何かクラブのお役に立てたか？・・・ですが
これから宮若クラブの会長をされる方の反面教師でもなれれば幸いと思っております。
 最後に１年間任期を務めさせて頂き、みなさまのおかげで、良い経験をさせて頂いたと思っております。
役不足の会長を支えて頂いた５役の方々始め、会員の皆さま、本当にありがとうございました。

会長に就任して　Ｌ．松尾幸主
２００８年７月、宮若ライオンズクラブの仲間として迎えて頂いてから７年目の２０１５年、会長を仰せつかることとなりまし
た。
　この間、社会福祉委員長を２回、出席計画委員長１回、幹事２回、そして第１副会長を経てのこととなりますが、未だラ
イオンズクラブのことを熟知したわけでもなく・・・。
　しかし、宮若ライオンズクラブのことを第一に考え、クラブの存続と発展にために自分に何ができるかを考えることはし
てきました。
　石丸幹事、坂口会計をはじめ、会員の皆さんのお力をお借りしながら、将来の宮若ライオンズクラブの在り方を見据え
た、まずは宮若市民に浸透するライオンズを目指したいと思います。
　どうぞよろしく、お願いします。

３Ｒ リジョン・チェア・パーソンに就任して　Ｌ．尾藤紀之
ガバナー提言「 情熱・絆・団結 」　スローガン「 第99回国際大会を成功させよう 」二つの目標が提示されました。
　ガバナー提言に基づいて、この一年間実現に向けて努力致したく思います。楽しい例会、楽しい事業、楽しい友達、
楽しい人が集うことによってｗｅ ｓｅｒｖｅが大いに発揮されます。自らガバナー提言の目標に通じます。
　私も一年間、重責を果たすため懸命に努力致します。各位のご協力をお願い致します。

幹事に就任して　Ｌ．石丸和憲
本年度、若きリーダーを会長に迎えました。松尾会長の熱い思いを汲みながら会がスムーズにそして活力をもって運営
されるよう連絡、調整、補佐に励みます。
 この１年間「飲みすぎて失敗しない」を心がけながら、会員の皆様のご協力とご指導のもと幹事を務めさせていただきま
す。

会計に就任して　Ｌ．坂口俊次
  前年期は結成５０周年を終え次なる周年に向かって新たなスタートを切って今後のクラブ運営に邁進する年です。
今クラブ運営で心配な事があり、問題は会員の減少であります。
  会員がいなくては、奉仕は実現しません。　会員が増えるという事は、ライオンズクラブによる奉仕がこれまで以上に
行える事を意味します。今後は如何にして会員の獲得が必要ですと共に会員の退会を如何にくい止めるかが懸案事
項になります。

お疲れ様会 Ｌ．森 入会式



2014～2015年度アクティビティ-、特別例会他

7月23日 宮若花火大会協賛 3月14日 Ｚ内　パークゴルフ
8月11日 3月21日 持出例会　映画上映
9月19日 献血 3月28日 千石公園桜の手入れ
9月22日 セーフティーステーション 4月4,5日 ジュニアサッカー大会（４日５日の2日間）
9月25日 4月4日 合同例会（福岡ふようＬＣ友好クラブ締結）
10月26日 ふるさと祭り（献血） 4月5日 トヨタフェスタ（献血）
11月10日 さつまいも掘り 4月22日 Ｚ内合同花見例会(ホスト中間LC)
11月19日 Ｚ内　ゴルフ大会 5月11日 セーフティーステーション
12月11日 忘年例会 5月30日 持出例会　お別れ委員会バス旅行　角島
12月18日 献血 6月5,6日 ほたる祭（5日6日の2日間）

6月11日 例会でL.緒方久喜 卓話(ネパール学校支援)
6月19日 献血
6月25日 お別れ例会

観月例会　ステーションホテル小倉

上半期 2014年

ガバナー公式訪問(田川文化センター)

下半期 2015年

記念すべき「第99回ライオンズクラブ国際大会」の案内

2016年（平成28年）6月24日（金）～28日（火） 5日間

スローガン『動き出そう!人々のために、世界のために』
　　　　　　　　　　　（Do for People Do for World）

事務局 〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-3
　　　　　　　ヒルトン福岡シーホーク707号室
　　　ＴＥＬ：092-407-8199　ＦＡＸ：092-407-8948
　　　E-mail:ic99intcnv@iaa.itkeeper.ne.jp
　　　http://lions99-fukuoka.jp
ホスト委員会各種委員会の活動内容をホームページのライオンズ専用サイトからユー
ザー名lions パスワードjapanを入力して頂ければどなたでも閲覧できますので、是非とも
ご覧ください。

宮若ほたる祭

セフティーステーション

観月例会

L.緒方久喜 卓話

千石公園桜の手入れ 福岡ふようＬＣ友好締結

忘年例会さつまいも堀り

お別れ例会



３Ｒ・ＲＣ 副会長　 中里　光彦
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安永　　徹 大島　和武 松永　象二呂 森　　祐輔
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新入会員の紹介

編集後記

庄司　勝浩
井上禮一郎

ザ・クラシックゴルフ倶楽部

宮若ライオンズクラブ　　役員・委員会編成表　　　2015～2016年度　

2015年1月

第二委員会

前　会　長

委員長  出席・計画・財務・レクレーション

　　委  員　　

社会福祉・環境保全
第四委員会

５　　　役　 第１副会長所属委員会

社会福祉法人　宮田親和会昭和21年2月15日

メタ・ブランディング・ジャパン

大島　和武

勤務先

監　　　査

２ 年 目 理 事

2015年3月

2015年5月 松永　象二呂 昭和44年2月20日

会則 ・ 会員 ・ ＥＸＴ・アラート指導力・ＰＲ・ＩＴ・情報・会報・青年アカデミー

健康福祉・献血・公衆安全・YCE・ＬＣＩＦ・青少年
第三委員会

高鍋　年明

安永　徹

尾藤　紀之

第一委員会

2015年2月 森　祐輔

入会日 氏名

第２副会長所属委員会

会員理事

１ 年 目 理 事

㈲若宮積善社昭和34年1月7日

生年月日

昭和58年7月31日
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いよいよ新年度が始まりました、今回は新年度第1回の発行にあたり新三役の抱負を掲載しました。
今期は、福岡で第99回国際大会、複合年次大会があり、役員や会員の方々も忙しくなると思います。
特に第99回国際大会は福岡で開催される事は、100年以上は無い様に思われます。折角の機会ですので、国際大会に
参加しライオンズクラブは国際協会である事を認識して頂きたいと思います。
又、前会長の挨拶と2014～2015年度のアクテビティー一覧と写真を掲載しました。

　※第99回国際大会の案内も掲載しています、国際大会のホームページを閲覧していただくと、現在
　　　の準備状況が解ります。


