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テーマカラー

橙 色（オレンジ）
　この色はエネルギーと開放感を与えてくれる色で、
人をポジティブにしてくれる色です。瑞々しい、
若々しい、創造的、冒険的といった意味がありま
す。新型コロナウイルスや独裁体制との戦いに勝
利するよう選択しました。

運営方針
① 70周年を迎えるにあたり
　�　今期はクラブ結成70周年を迎えます。神戸市
内でもリーダークラブの団体として、神戸市・
兵庫県と共存共栄を目指し対外へも積極的にク
ラブ活動を発信していきます。また、周年事業
を通じてメンバー間での親睦を深めより友愛の
絆を強固なものにしていきます。来賓全てに満
足していただける演出を行いたいと思います。
② アクティビティに関して
　�　継続アクティビティは今期も全て実施いたし
ます。そして、各アクティビティの参加率を上
げるために積極的に声がけをしていきます。
　�　また、今期よりラグビーをテーマにしてコベ
ルコ神戸スティーラーズと青少年育成を目的に
アクティビティを実施し神戸・兵庫の地域貢献
の輪を広げていきます。更に通常の献血事業へ
の参加に加え、兵庫県立こども病院へ特殊スト
レチャーや電子掲示板の寄贈、臓器移植キャン
ペーンへの協賛等医療・介護・福祉への貢献も
予定しております。
③ 会員増強に関して
　�　70周年を迎えるにあたり今期は純増５名を目
指します。
④ 例会運営に関して
　�　新型コロナ感染症の影響下ではありますが、
可能な限り通常通りの例会や理事会の実施・ミ
ニコンサートの開催などメンバー間の交流を図
れる例会運営をしていきます。但し、感染の拡
大等の状況を鑑みてWEB開催等柔軟に対応致

　伝統ある神戸（ホス
ト）ライオンズクラブ
の70期となる記念すべ
き年度の会長職を仰せ
つかり、気が引き締ま
る思いで一杯です。今
まであまり熱心なクラ
ブメンバーではなかっ
た小生がこの大役が務
まるのか不安だらけの

スタートですが、70歳で70周年の会期を務める事
に運命的な物を感じております。
　クラブ運営を以下の3つのテーマを主体に実施
していく所存です。先ずは高校・大学とプレーし、
今も最も愛するスポーツである『ラグビー』、次い
で私の職業である『医療・介護・福祉』、そして大
阪生まれ大阪育ちの私ですが、学生時代より半世
紀以上を過ごした『神戸・兵庫』の3点です。
　前期までの若々しい会長からロートルの会長と
なりますが、幹事を始めとするキャビネットには
若い世代も入っておりチーム一丸となり邁進して
まいりますので、皆様何卒ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

第70期会長テーマ

『One for All , All for One』
　70期会長テーマはラグビーでいつも語られる
『One�for�All�,�All�for�One』（一人は皆の為に、皆
は一人の為に）としました。2年前からの新型コ
ロナ感染症や今年2月のロシアによるウクライナ
侵攻等、数年前には考えられなかった世界情勢の
下、皆様大変な苦労をされていると存じます。そ
んな時こそ、このラグビースピリットでスクラム
を組み、困難に打ち勝ち、夫々の事業に又ライオ
ンズ活動に邁進して行く事こそ友愛の精神そのも
のと考えます。

5役就任ご挨拶
第70期キャビネット

INAUGURATION GREETINGS

第70期会長

L中 野　康 治
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します。8月恒例の納涼家族例会では花火大会
は開催されませんが、それに代わる例会の開催
を予定しております。
⑤ 委員会運営に関して
　�　今期は70期を迎えるにあたり、例年より各委
員会の活動が増えてきます。そのために円滑な
委員会活動を行うためにも入念に準備をして開
催したいと思います。また、積極的な委員会開
催を行っていただき友愛の輪を広げていただき
たいと思います。

⑥ 地区・他クラブとの交流に関して
　�　今期は「オールデスト５クラブの集い」「京阪
神３クラブ懇親会」「神戸・広島・福岡３クラブ
懇親ゴルフ大会」と各クラブとの交流事業が多
数開催されます。皆様にはご負担をおかけしま
すが積極的な参加をお願いいたします。また、
70周年記念式典を盛大に迎えるために地区・他
クラブとの交流も積極的に図りたいと思います。

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷

　この度、第70期の幹
事を拝命しました主森
尊之です。今期は節目
に当たる70期、改めま
して身が引き締まる思
いです。
　先輩方が作り上げて
きたこの伝統ある神
戸（ホスト）ライオン
ズクラブ、節目を迎え

るにあたり名を汚さぬよう懸命に取り組み、中野
会長を全力で支えサポート役に徹したいと思いま
す。
　会員の皆様には、より一層のご協力をお願いす
ることとなりますが、友愛の精神でご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。
みなさま一年間よろしくお願いいたします。

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷

　この度、第70期中野
キャビネットの会計を
拝命いたしました松田
です。70周年という節
目を迎える期の会計に
ご指名いただき、心か
ら光栄でありますとと
もに、とてもとても重
い責任を感じておりま

す。仕事柄、普段からよく数字を扱っております
が、初心を忘れることなく気を引き締めて会計と
しての責任を果たしてまいりたいと思っておりま
す。皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷

　70期のライオンテー
マ―を務めさせていた
だきます榎本です
　一昨年からのコロナ
禍でライオンズクラブ
の活動も思うように行
えませんでした。ここ
にきてようやくコロナ
禍前に近い活動ができ
るようになりましたが、

まだまだ油断はできません。
　一方ロシアのウクライナ侵略によって、世界中
が混沌としてきました。
　こういう時期だからこそ、ライオンズクラブの
活動がより重要になってくると思います。
　中野会長は高校の先輩であり、先般亡くなられ
たライオン青田と中野会長を支えようと話してい
ました。残念ながら一緒に支えることは叶わなく
なりました。
　当クラブでは未熟者ですが、この1年よろしく
お願いいたします。

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷

　70期のテール・ツイ
スターを務めさせてい
ただきます長手幹雄で
ございます。
　ライオンズ２年目、
まだまだ新人で諸先輩
の所作を見まねで過ご
した一年でありました。
　この度、70期テール・
ツイスターという大役

を拝命いたしましたが、不慣れでご迷惑をおかけ
することもあると思います。
　どうか皆様の温かいお力添えを頂きながら、�
1年間楽しい例会運営になりますよう私なりに精
一杯邁進したい所存です。
　頑張って参りますので、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。

第70期幹事

L主 森　尊 之

第70期会計

L松 田　慎 介

第70期L.T.

L榎 本　伸 二

第70期T.T.

L長 手　幹 雄
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第69期 ❖ 第12回 理事会議事録 ❖

開催日時：2022年６月９日㈭　18：00～
開催場所：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
出 席 者：L貞松	 L榎本	 L岡村	 L加藤
	 L小山	 L篠𠩤	 L瀬川	 L堤
	 L主森	 L長手	 L中野	 L西島
	 L松田	 L宮城	 L三宅	 L森川	
	 L森（大）	 L勝田

Ⅰ．開　　会

Ⅱ．定足数確認

　理事役員18名出席により会則第７条２項に照ら
し、有効に理事会は成立した。

Ⅲ．議事録作成人および署名人の指定

	 議事録作成人　L勝田　雅昭
	 議事録署名人　L加藤憲一郎

Ⅳ．審議事項

１）第11回理事会議事録について	 承認

２）第69期５月度残高試算表について	 承認

３）入会者２名について	 承認

４	）L宮内敏夫の会員種別変更について、賛助会
員に変更	 承認

５	）兵庫県肢体不自由児協会　令和４年度賛助会
員費について	 承認

　	　例年同様、法人会費一口10,000円を支援する
こととした。
６	）東神戸合同事務局の定期預金の解約分配につ
いて
　	　当クラブが入局前の金銭に当たるため、解約
並びに3LC（神戸イースト、神戸ノース、神戸
あじさい）への分配については、了承すること
となった。但し、解約分配後の合同事務局の資
金残高について、今後の運営に支障が生じない
か確認必要があるとの意見があった。

Ⅴ．報告事項

　幹事L勝田により、紙面に沿って報告がなされた。

Ⅵ．次回開催日

　日時：2022年7月7日㈭　17：15集合	17：30～祈祷
 於：生田神社／神仙閣

Ⅶ．閉会挨拶

　上記の通り審議事項を了承し、第69期第12回理
事会を閉会した。
	 議事録作成人　勝田　雅昭
	 議事録署名人　加藤憲一郎
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現・次期役員理事・委員長・副委員長懇親会プログラム

神戸（ホスト）ライオンズクラブ　
第70期会長　中野　康治
　　　　幹事　主森　尊之

開催日時 ▶ 2022年6月16日木　18時～
場　　所 ▶ 神戸メリケンパークオリエンタルホテル「渚の間」

１．開会の挨拶	 第70期会長　L中野　康治

２．現会長の挨拶	 第69期会長　L貞松　秀行

３．乾　杯	 元会長　L篠原　裕幸

友 好 タ イ ム

４．各、現・次期役員理事・委員長・副委員長の挨拶

５．ライオンズ・ローア	 元会長　L栗栖　正明

６．閉会の挨拶	 第71期会長　L加藤憲一郎

司会　L主森　尊之
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2022年6月28日火/神戸ポートピアホテル南館地下「トパーズ」

第69期 第1664回 年次総括例会【6月第二例会】

８．クラブ５役バッジ交換
　次期会長ご挨拶	 次期会長　L中野　康治
　次期幹事ご挨拶	 次期幹事　L主森　尊之
９．乾杯
	 335-A地区元地区ガバナー・名誉顧問　L森本　克幸

ジャズ演奏
＜会　食＞

10．委員会報告	 各委員長
11．幹事報告	 幹　事　L勝田　雅昭
12．テール・ツイスター報告
	 テール・ツイスター　L西島　大輔
13．出席率報告	出席大会・友愛委員長　L大石　康二
14．「また会う日まで」斉唱	 全　　員
15．閉会宣言	 会　長　L貞松　秀行

◎ 新会員経歴紹介
山野 俊範（やまの	としのり）
スポンサー：L鵜丹谷　剛
生 年 月 日：昭和49年6月18日（48歳）
自　　　宅：西宮市大屋町27-8-302
勤　務　先：株式会社	アライアンス　代表取締役
	 大阪府大阪市中央区内本町1-1-10-5C
電　　　話：06-4301-4417
趣　　　味：筋トレ・映画鑑賞

◎ プログラム
１．開会宣言（ゴング）	 会　長　L貞松　秀行
２．国旗並びにライオン旗に敬礼	 全　　員
３．「ライオンズクラブの歌」斉唱	 全　　員
４．会長挨拶	 会　長　L貞松　秀行
５．新会員入会式	
　ａ）新会員経歴紹介	 会員委員長　L篠𠩤	　裕幸
　ｂ）「誓いの言葉」朗読	 新会員
　ｃ）新会員挨拶	 新会員
　ｄ）地区ガバナーより記念品贈呈
	 会員委員長　L篠𠩤	　裕幸
　ｅ）バッジ等・入会グッズ贈呈　所属委員会指名
	 会　長　L貞松　秀行
　ｆ）新会員へ花束贈呈
	 会員委員長　L篠𠩤	　裕幸
　ｇ）スポンサーへスポンサーシップ証明書授与
	 会　長　L貞松　秀行
６．会員表彰	 会　長　L貞松　秀行
　＊例会皆勤出席者賞
　＊地区ガバナーより感謝状授与（入会3年目の会員様）
７．クラブ５役退任挨拶	 幹　事　L勝田　雅昭
	 会　計　L小山　嘉昭
	 ライオン・テーマー　L宮城　良太
	 テール・ツイスター　L西島　大輔

司会　幹事　Ｌ勝田　雅昭

6



◎ 会員表彰
＜例会実出席100％賞＞

　L井坂　孝一　　L勝田　雅昭　　L田中　宏昌
　L塚本　晴之　　L西原　秀樹　　L森川	　　拓

＜例会メイクアップ出席100％賞＞

　L井浪　謙祐　　L榎本　伸二　　L大石　康二
　L岡村　武和　　L加藤憲一郎　　L栗栖　正明
　L小山　嘉昭　　L佐伯　朋忠　　L篠𠩤	　裕幸
　L瀬川	　雅矢　　L堤　　公一　　L主森　尊之
　L中野　康治　　L西島　大輔　　L西山　雅彦
　L沼田　恒守　　L松岡　　正　　L松田　慎介
　L宮城　良太　　L森　　達也　　L森本　克幸

＜地区ガバナーより感謝状（入会3年目の会員様）＞

　L青山　美都　　L岩田　一紀　　L遠藤　　浩
　L大石　康二　　L久野木啓太　　L髙田　晋也
　L辻野　佳秀　　L長手　幹雄　　L西原　秀樹
　L松浦　幸博　　L道上　広基　　L平山　龍一

◎ 幹事報告
１	）６/30㈭　	3LC（ホスト・イースト・ウエスト）

会長・幹事会	  於：萬壽殿

【第70期】
２）７/７㈭　第１回理事会	 於：生田神社／神仙閣
３）７/11㈪　故L青田嘉之「偲ぶ会」
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

４）７/12㈫　第1665回例会（地区ガバナー表敬訪問）
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

５）７/12㈫　第１回計画委員会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

６）７/22㈮　献血アクティビティ
	 於：兵庫県警察学校

７）７/26㈫　第1666回例会（ZC表敬訪問）
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

８）７/26㈫　CN70周年記念大会実行委員会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

９）８/４㈭　第２回理事会
	 於：神戸ポートピアホテル

10）８/６㈯　第1667回納涼家族例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

11）８/23㈫　	第1668回1R・1Zガバナー公式訪問
合同例会

	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

12）８/25㈭　元会長会	 於：神戸たん熊

13）９/８㈭　第３回理事会
	 於：神戸ポートピアホテル

14）９/13㈫　第1669回例会
	 於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

15）９/17～24
　第６回こうべ障がい者芸術フェスタ「HUG+展」
 於：原田の森ギャラリー

◎ 同好会のお知らせ
〈ゴルフ〉

１）７/28㈭　ゴルフ同好会コンペ
	 於：北六甲カントリー倶楽部

◎ 出席率報告　第1663回（6/14）

正会員 終身A 終身B 賛助他 合　計

68 1 2 26 97

例会出席者 出 席 率 メイクアップ 修正出席率

36 52% 8 64%

◎ テール・ツイスター報告
※ドネーション　25000円　2件	 累計1,108,000円
※ファイン　　　 8,150円	 累計　54,940円
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　皆様、はじめまして。このたび新会員とさせて
いただくことになりました山野俊範と申します。
兵庫県在住ですが、職場は大阪にありまして、株
式会社アライアンスというところで貿易業を営ん
でいます。主な業務として日本食品を海外に輸出
しております。皆様がスーパーマーケットやコン
ビニエンスストアでお買い求めになられる食品、
例えば飲料や食品、ラーメンやお菓子、酒類など
を海外に、主に東南アジアの国に輸出する仕事を
しています。

　このたびライオンズクラブに入会させていただ
くにあたりまして、自分である考えを持っていま
す。それは、趣味が筋トレということもあります
が、「勉強と筋トレは自分を裏切ることのない投
資である」ということです。人間は日々勉強しな
いと人間として成長していかない。これは大学の
恩師の言葉で、死ぬまで勉強しなさいと言われま
した。その先生を尊敬しておりまして、日々勉強
をしているという感じです。
　それに際しまして、ご紹介いただきました株式
会社ハートンインターナショナルの鵜丹谷社長か
ら、ライオンズクラブにはいろいろな方がいらっ
しゃって、その方々のお話を聞いたり、その中で
意見を出したり、活動やイベントに参加すること
によって、今まで自分が感じることのなかった経
験をすることができる、思いもしなかったことが
発見できるのではないか。お勧めをいただきまし
て、このたび新会員にさせていただくことにな
りました。不足している点もいっぱいあります
が、皆様のご指導で一日一日、少しずつでも成長
して、ひいては社会に貢献できればと思いますの
で、皆様よろしくお願いします。ありがとうござ
いました。

❖❖❖ 新会員挨拶 ❖❖❖

　皆さん、こんばんは。
先日の例会のときに、も
うすぐ梅雨入りしそうで
すという話をしていたの
に、今日の夕刊を見ると
梅雨が明けたそうです。
ほとんど雨も降らずに終
わってしまいましたが、
この夏、水不足にならな
いことを願っております。
　本日はついに69期最後
の例会となりました。総括例会を無事に迎えるこ
とができましたのも皆様のご協力のおかげだと
思っております。誠にありがとうございました。

この１年間、至らぬとこ
ろも多々あったかと思い
ますが、何卒ご容赦くだ
さい。
　総括としまして、今期、
新型コロナウイルスの影
響を大きく受けてしま
いました。前期の68期、
前々期の67期と同様に例
会を開催することができ
ないときがたくさんあり

ました。結果的に書面例会という形で年間の半分
を開催する形になってしまいました。今後、この
ようなケース、新型コロナウイルスなのか、また

会長挨拶 ★第69期《会長》  L 貞松 秀行
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違う何か、不測の事態が発生したときに例会自体
をどのように開催していくべきなのか、皆さんで
話し合っていく必要性があるのではないかと痛感
しております。
　ただ、来期は新型コロナウイルスの影響を受け
ず例会を開催できるのではないかと個人的には
思っております。来期のキャビネットの皆様には
精一杯、頑張っていただければと思っております。
　最後ですので、この場をお借りしまして今期の
キャビネット４役の方たちに感謝の気持ちをお伝
えしようかと思っております。
　まず、４役ではないのですが、事務局の木下さ
んはいらっしゃいますか。
　それでは、テール・ツイスターのＬ西島、１年
間、ファインを集めるためにマニアックな問題を
毎回例会で出していただきまして誠にありがとう
ございました。たくさんファインを集めていただ
きました。たまにとても簡単な問題が一題だけ出
ることがありましたが、それも愛嬌があったと
思っております。誠にありがとうございました。
　そしてライオン・テーマーＬ宮城、Ｌ宮城とは
すでに高校時代からの友人関係がございまして、
今期の第１回目の例会でライオン・テーマーとし
て司会をするときに、ガチガチに緊張しまくった
顔を横で見ますと、私も緊張してしまって、つい
つい自分自身のスピーチをとっちらかしてしまっ
た記憶がよみがえってくるのですが、だんだん場
慣れしていき、最後の方は上手に例会を仕切って
いただくことができたと思っております。１年間
ありがとうございました。
　Ｌ西島とＬ宮城に関しましては、例会自体が半
分しかできませんでしたので、とても不満足、満
足いかなかったのではないかと思っております。
これから未来のキャビネットで思う存分、力を発
揮していただければと思っております。
　そして会計のＬ小山、皆さんがどのようにＬ小
山を見ているのかはわかりませんが、私とＬ瀬川	
は、とてもきっちりとされた、細かい方だという
イメージを持っておりまして、会計としては完璧
ではないかと思っておりました。実際に会計の仕
事をしていただきまして、きっちりと会計処理を
していただいてとても満足しております。
　去年の今頃か、もう少し前か、５役を決めると
きに、たまたまＬ小山と飲んでいましたら、会計

は僕がやると自ら立候補してくださいまして、そ
うおっしゃっていただいたのがすごくうれしかっ
たことを覚えております。万が一、Ｌ小山がこの
後ライオンズクラブの大役を務められることがあ
れば、真っ先にお手伝いに駆けつけようと思って
おります。そのときにはお声がけください。１年
間ありがとうございました。
　そしてＬ勝田、Ｌ勝田に関しましても大学時代
から友人関係にありまして、僕の性格もよくわ
かってくれていますので、とてもやりやすく、会
長職がやりやすいようにしてくださいました。こ
の１年間、対外的な行事、各クラブの周年などに
二人で出席させていただきました。おそらく、東
京ライオンズクラブの周年以外はすべて、対外的
な行事には二人で出たのではないか。それ以外の
方が出てくれたものもありますが、Ｌ勝田に関し
てはすべて出席していただいたということで、と
ても心強く思いました。
　僕自身が会長としてやりやすかったということ
は、幹事が裏で頑張ってくれていたのかと思って
おりますので、幹事自体はとても疲れたのではな
いかと思っております。この経験をまた、73期で
会長をされることになっているようですので、そ
のときに力を発揮していただければと思っており
ます。１年間ありがとうございました。
　木下さんに１年間の感謝をと思いまして、１年
間ありがとうございました。木下さんにデスク
ワークをしていただいて、書面や行事の確認、連
絡事項など、すべてきっちりやっていただいたお
かげで１年間トラブルなく過ごすことができまし
た。これも、５役が何かしたからどうというより
も、そもそも根本的な部分で、事務局の木下さん
が裏で働いてくれていましたので、皆さん、これ
からもいたわってあげてください。１年間ありが
とうございました。
　最後になりましたが、来期は70周年という区切
りの年を迎えます。私自身も一会員として協力し
ていくつもりでおります。中野キャビネットを
しっかりと皆さんで支えていけたらと思っており
ます。
　この１年間、貴重な経験をさせていただきまし
て誠にありがとうございました。これをもちまし
て会長の挨拶とさせていただきます。ありがとう
ございました。
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　皆さん、こんばんは。今期、

第69期、貞松会長のもと幹

事をさせていただきました

勝田です。会員の皆さん、

事務局の木下さん、本当に

１年間ありがとうございま

した。皆様のおかげで今期、

何とか神戸（ホスト）ライ

オンズクラブという歴史と伝統のあるクラブの幹

事を務めることができました。本当に感謝してい

ます。先輩ライオンの皆様にはいろんなアドバイ

スをいただいて、また、他メンバーの皆様につ

きましても、いろいろご協力をいただいたこと、	

本当に感謝の言葉しかございません。

　また、貞松会長のもと一緒にキャビネットをし

ていただいた４名の方につきましては、それぞれ

の方が積極的に行動をしていただいたのですごく

助かりました。本当に皆さんのおかげで１年間、

幹事をすることができました。

　貞松会長の言葉にもありましたように、ちょう

ど半分リアル例会を開催することができました。

その中で忘年例会やチャーターナイト等ができた

のかと思っております。半分で皆さんは物足りな

いと思っているかもしれませんが、十分堪能させ

ていただきました。

　３月に解除になってからは、ライオンズの行事が、

もともとありましたが、解除されたことで、駆け

込みで入ったものもありまして、幹事としまして、

ライオンズ活動というか、ライオンズライフを楽

しく堪能できました。ありがとうございます。

　最後になりますが、来年は70周年になりますの

で、会員の皆さん全員で大いに盛り上げていこう

と思っています。70期のキャビネットの皆様につ

きましては、67期以降に延期になった行事がたく

さんあり、運が悪いのか、神戸に集中してしまっ

ていますが、頑張ってくださいますようお願いい

たします。

　以上で、幹事の挨拶を終了させていただきます。

本当に１年間ありがとうございました。

　皆さん、こんばんは。４

月20日に転倒しまして鎖骨

を粉砕骨折しました。２回

リアル例会を休ませていた

だき、横浜のオールディス

トにも参加できず、大変申

し訳ございませんでした。

この場を借りてお詫びを申

し上げます。

　私が会計を承ったのは、66期の会計、私は無理

だと思いまして、退任の挨拶のときに会計は大し

たことがないと言っていたのをよく覚えていま

す。67期はＬ井浪が会長をされるということで幹

事をお引き受けし、今回はＬ貞松が会長をされる

ので会計をお受けしました。どちらも半分しか事

業ができなかったのですが、私にはちょうどよい

期間だったかと思っています。

　70期は１年間まるまる続くと思います。しかも

70期には大きなイベントがありますので、さぞか

し大変だと思います。ただ、会計は専門家である

Ｌ松田ですので、しっかりやっていただけるので

はないかと思っています。

　鎖骨を折ったときに、手術してすぐに退院した

のですが、手術をしたばかりで痛いと言っている

のに、しつこく、今から行きますからと、引き継

ぎをしようとします。鬼のような松田さん、バイ

タリティーがある方です。しかも彼は、コロナに

一度かかっていますが、バイタリティーがあるの

で２回もコロナにかかりました。本日はお休みし

ています。

5 役退任ご挨拶

第69期幹事

L勝田 雅昭

第69期会計

L小山 嘉昭
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　公言してもかまわないということで、一度コロ

ナにかかったので、予防接種はしなくてもいいだ

ろうと一度もしていなかったそうです。今回は大

変重いそうです。声がなかなか出なくて熱が38度

以上も出ているようです。前回は家族にうつして

しまったので、今回は心配しています。

　会計はしっかりできたかと思いますが、最後、

やり方が難しい。加藤ちゃんがマニュアルを残し

てくれていましたので、私のときはアドバイスを

聞いてやらせていただきました。つたない会計

だったかもしれませんが、最後、決算理事会、ど

うか穏便に。私が出てくると突っ込む方がたくさ

んいるので、ぜひとも穏便に、スッと行かせてい

ただきますように、よろしくお願い申し上げます。

１年間ありがとうございました。

　皆さん、こんばんは。69

期ライオン・テーマーを務

めさせていただきました宮

城です。同級生のＬ貞松か

ら「やってくれよ。わかっ

ているな」と電話がかかっ

てきまして、一つ返事で受

けさせていただきました。

短い間でしたが、私のつたない、活舌のよくない

司会、温かい目で皆さん対応していただきまして

誠に感謝しております。

　このたび退任する理事は私だけということで、

今後は一ライオンメンバーとして応援していきま

す。今後とも、70期の皆さんに頑張っていただい

て、私もできる限りのことはやっていきますの

で、よろしくお願いいたします。ご挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。

　皆様、こんばんは。第69

期テール・ツイスターを務

めさせていただきました西

島です。テール・ツイス

ターをやってくれと言われ

たときに、例会中のクイズ

を考えてほしいと言われ

て、例会に参加する中で、

どんなものかと想像しながらやっていましたが、

意外と大変。今年は半分しか開催されていなかっ

たのですが、毎月２回の例会に対して問題を作る

のが大変でした。

　気持ちがよかったのは、クイズを出させていた

だいて、皆さんからオーとか、会場がざわめくよ

うな言葉をいただけると、考えてよかったと思っ

ていました。

　皆様のおかげをもちまして、無事、務め上げる

ことができました。お礼も兼ねまして挨拶に代え

させていただきます。本当にありがとうございま

した。

第69期L.T.

L宮城 良太

第69期T.T.

L西島 大輔
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　こんばんは。いよいよ

やってきました。70期の会

長をさせていただきます中

野です。私は、神戸ライオ

ンズですが、大阪生まれの

大阪育ちでして、19歳の時

に神戸に来まして、もう50

年以上になります。70歳に

なりましたので、19から50年、半世紀、神戸にお

ります。

　70歳の時に70期の会長をせよということで、う

まくいかなければ、私を推薦した森本さんと岡村

さんのせいですので、何かありましたら二人に文

句を言ってください。非常に緊張しています。何

をしゃべればよいか、わかりませんが、私なりに

一生懸命やりたいと思っています。

　私は70歳の老骨ですが、一緒にやってくれる他

の役員はみんな若くて、私の娘よりも若いので親

父みたいなものです。彼らがしっかりしています。

突然会長になりましたが、彼らよりも経験してい

ます。若い者と力を合わせて一緒にやっていきま

すので、70周年、よろしくお願いいたします。

　皆さん、こんばんは。70

期、幹事を務めさせていた

だきます主森と申します。

よろしくお願いいたします。

　まずは、69期、貞松会長

を含めキャビネットの皆様、

事務局の皆様、大変お疲れ

さまでした。半分だけがリ

アルだったということですが、Zoomの会議は意

思疎通が図りにくく、やりにくかったと思います

が、１年間お疲れさまでした。

　来期、70期が始まるわけですが、実際のとこ

ろ、予定、スケジュールを組んだり、何をするか

というところで、３～４か月くらい前からいろい

ろ動きだしております。70期の周年に向けて、皆

様に参加して楽しかったと思っていただけるよう

な内容にしていきたい。また、他クラブの模範に

なるようなクラブですので、神戸（ホスト）ライ

オンズは他のクラブよりもちゃんとしているとこ

ろをしっかりと見せられるように、一生懸命、幹

事を務めていきたいと思います。皆様、よろしく

お願いします。

5 役バッジ交換

第70期会長

L中野 康治
第70期幹事

L主森 尊之
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On the sunny side of the street
Si Tu Vois Ma Mer 他

●クラリネット／吉川 裕之（よしかわ ひろのぶ）

1970年、大学卒業後、日本万博の年にジャズ、クラリネットプレーヤーとして音楽人生をス
タート。同年渡米しニューオリンズ、カリフォルニアで演奏活動をおこない1973年、帰国後、
プロとして日本でも唯一のシカゴスタイルの確立をめざし「South	Side	Jazz	Band」を結成、
トラディショナルジャズを中心に演奏活動を始める。また、音楽プロデューサーとしてライブ
ハウスや劇場の運営を手がけ、海外ミュージカルやコンサートなどの企画を実施する。

●トロンボーン／清水 百合子（しみず ゆりこ）

京都市立芸術大学音楽学部音楽学科卒業
トロンボーン亀谷彰一、大和久俊壽、戸上靖彦、金管楽器奏法を岡本篤彦、ジャズトロン
ボーンを宗清洋、谷口知巳の各氏に師事。2016年には宇治シティフィルハーモニーと共
演し、ダヴィド作曲「コンチェルティーノ」を独奏する。現在、大阪コルネットサクバッ
トアンサンブル、デキシープリンセス、とんぼりリバージャズボート、キャンディジャズ
楽団、Sweet	Louisiana	5各メンバー。

●ピアノ／小田 知代（おだ ともよ）

兵庫県神戸市出身。4歳からクラシックピアノを学び、ヤマハジュニア専門コース
を経て、クラシックピアノを梅谷進氏、故畑彰子氏に師事。兵庫県学生ピアノコン
クール等出場し入賞。関西学院大学入学後、Wynton	kelly,	Bill	evansを聴きジャ
ズに傾倒する。卒業後ジャズピアノを大森一宏氏、フィリップ・ストレンジ氏に師
事する。現在、阪神間を中心に演奏活動を行う。

●ベース／坂井 美保（さかい みほ）

1989年滋賀県出身。高校時代に吹奏楽部でコントラバスを始める。大学入学後、天理
大学ALS	Jazz	Orchestraに所属し、第41回YAMANO	BIG	BAND	JAZZ	CONTEST
で第8位敢闘賞を受賞。卒業後、ビックバンドを中心にポップスやサルサなど様々な
ジャンルで活動する中、テナーサックス奏者長谷川朗氏と出会い、本格的にジャズベー
シストとして活動を始める。山中千尋トリオツアーに参加する他、松永貴志と共演。

●ドラム／冨永 ちひろ（とみなが ちひろ）

奈良県出身。幼少期よりピアノに親しみ10歳でドラムに出会う。
山野ビッグバンドジャズコンテストにて審査員特別賞受賞。
池長一美氏に師事。関西のジャズクラブを中心に精力的に活動中。
教則DVDに出演するなど指導活動も熱心に行う。
HP http://drumchihiro.com/
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　69期から70期へと引き継が
れ、Ｌ貞松は笑顔に。新会長

のＬ中野が決意を新たにされる時期でもあります。
69期は書面例会も多くありましたが、70期はコロナ

禍も落ち着き、70周年記念例会に向け、メンバーが
一致団結する時です。新会員も増え、この２年間出
来ていなかった、友愛を深めて、より良いライオン
ズLIFEを送っていきましょう。� （L井浪�謙祐�記）

編 集 後 記
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〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-10-1 神戸ポートピアホテル南館5F

TEL.078-304-6677 / FAX.078-304-6678
E-mail:lionsclub@kobehost.org

http://www.kobehost.org/
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