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今期は中学生詰君に聴いてもらいました。

退 任 に あ た っ て
会長 L 大 田 耕一郎

この度の東日本大震災で罹災された方々に御見舞申しあげます。

当クラブでも住宅、農地等に被害を受けた会員もおりますが、飯岡ライオンズクラブ、佐原ライオンズ

クラブの会員の方程ではないようです。

退任を前に嬉しいのは楼井ライオンを迎え1名でも増員でき、活性化されたと思われる事です。

他にもありますが、残念にも当クラブ最大の行事である中学生卓球大会の直前に大震災があり、中止せ

ざるを得なかった事です。それまでは菅谷幹事の名来配により順調に推移してき

たのにとの思いでいっぱいです。

ここまできたのは菅谷幹事、小松崎会計、そして当クラブ員の協力、応援があ

ったればと感謝、感謝の1年でした。ありがとうございました。



宮手抜きの幹事を許して′

幹事 L 菅 谷   寛

第 9代 大国会長のもと、幹事役を仰せつかってからあっという間に1年 が過ぎてしまいました。

2度 日の幹事という事でかなり手抜きした為、そのように感じたのかもしれません。一年を振 り返っ

て見ますと、すでに主要事業の準備が整っていたにも関わらず3月 に1000年に1度 という東日本大震災

が発生し震災直後であった為、中学生卓球大会と献血支援を中止せざるを得なかった事が残念でなりま

せん。

この災害の為、年度後半の奉仕活動が驚きの中であつという間に強制終了してしまいました。

奉仕活動が不完全燃焼のまま新役員にバ トンタッチするのが申し訳ない気持ちですが次期役員の皆さ

んは、会長幹事経験者ですので不完全燃焼の奉仕に新風を送り込んで完全燃焼させ、マンネリ化 したク

ラブの復興も含めた素晴らしいご活躍をご期待申し上げます。

大国会長と期待通 りに手腕を奮って頂いた小松崎会計そして会員の皆さんに、 1年 間ご協力を頂きあ

りがとうございました。

日会計就を I年 を顧みて

会計 L 小松崎 明 男

時の経つのは早いもので会計の大役を拝命してはや 1年、もう任期満了を迎える季節となりました。

大国会長、菅谷幹事はじめメンバーの方々のご支援、ご協力のおかげで何とか任期を全う出来そうです。

今回は3年前に続き2度 日の会計ということもありましたので事務的にも苦労は殆ど無 く、有意義な1

年を過ごさせて頂きました。

各種事業も年度の前期 ・中期は予定通り実施できたものの、3月 11日の東日本大震災以降の事業、と

りわけ当クラブのメーン事業であるライオンズカップ中学生卓求大会が中止になったのは残念でなりま

せん。

今後も小見川ライオンズクラブの大いなる発展の為、微力ながらお手伝いさせて頂きます。 1年間本

当に有難うございました。

口今何を′宣ねようかさな奉仕

次期会長 L 飯 回 恵二郎

このたび結成以来10代目の会長を仰せつかりました。まだ入会歴も浅 くこの大

役は無理だと辞退致しましたが、1000年に1度の大災害があつたのだから、災害

だと思つてお前もそのつもりで立ち向かえという励ましを受け、お引き受けする

こととなりました。

未曾有 (みぞうゆう?)の 災害を目の当たりにし、自然の驚異を改めて感 じさせられた311以来、

我々の活動がいかにちつぱけなものかと思い知らされましたが、ちっぽけな一つ一つの活動の積み重ね



が明日への生活の糧となって生かされると信じて今年度の活動を進めていきたいと思います。

会員も少なくアクトも限られてきますが、 1つ 1つ を考査 し必要かつ実効性のある事業をみんなで実

践していきたいと思います。幸いにして、経験豊かな幹事の寺嶋L、若手で真面目な会計の小林Lの協

力を得て 1年間努めてまいりますので、ご協力 ・ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

g色 々ご不満もお存りでしょうカデ

次期幹事 L 寺 嶋 謙 三

次期幹事を勤める事になりましたが、前幹事の音谷ライオンのように、好い感じ

いや良い幹事には私の能力では無理で、掛け持ちの町内会の役目もあり会員各位

にご迷惑をおかけすることになるのがオチ、前回の (今回2度 目)幹 事も良い感

じとは程遠い幹事、いや感じだったし、引き受けるべきではなかったと後悔 して

いる今日この頃、でもそれを承知での御指名ならば、開き直って能力の範囲内でがんばるしかないかも

と思い直したりして、また大震災の被災者の方々に比べれば、些細なことだ、(ここで大震災とどうつ

ながる?)と いうことで、開き直つて 1年間色々ご不満もお有 りでしょうがお付き合いのほど、宜しく

お願い致します。

E宣 うぐお願いうます

次期会計 L 小 林 康 良

ライオンズクラブに入会してまだ 1年余 り、まだクラブのことが何 もわからな

い状態で次期会計をやってくれといわれ、ちょっと早すぎでは?ク ラブに迷惑を

かけることになるのではないかと、躊躇の気持ちが強かつたのですが、小見川ラ

イオンズクラブの人手不足を考えて、先輩ライオンのご指導を前提に引き受ける

ことにしました、私なりに一生懸命勤めるつもりですので、1年間ご指導、ご協力を宜しくお願いします。
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7/13m 理事会 第1鶴回例会
7/14的  献血推進支援 4名 (小見川区事務所)
7/拠 O MERL委 員会 (銚子プラザホテル)
7/27m 第194回例会
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8/抑 抑 第195回例会
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9/110 東小運動会敬老弁当配布 大田 菅谷 小松崎 岩立 高橋
9/1ス 日)第 一回 lZガ バナー諮問委員会

銚子プラザホテル 三役出席
9/14四  第197回例会

9/180 南小運動会敬老弁当配布

岩立 栗回 寺嶋 飯田

9/26(日)ガ バナー公式訪問合同例会 銚子プラザホテル

9/28的  第198回例会はG公 式訪間に振誉 ▲騒言発生回
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ちびっこビンポン教室に練習球寄贈

会長 幹事 事業委員長

ライオンズデー 黒部川川岸清掃

第199回例会 (RC ZC例 会訪問) 春本

タイ山岳民族防寒着緊急支援仕分け発送

神崎L C40周年 ホリデイイン東武成田

業物乱用防止講師研修 労働者福祉センター

ブーン親睦ゴルフ

レインボーヒルズCC豊 里コース

ふるさと祭 り参加 (第201回例会に振替)

ガバナー詰問委員会

大利根旭出福祉園大禾U根祭ビデオ撮 り奉仕

献血推進支援 小見川区事務所

第202回例会

理事会

第203回例会

小見川中中国音楽観賞会

第204回例会 (クリスマス家族例会)

佐原 LCク リスマス例会

新年例会(第205回)鶴 亀亭

東度 LC新 年特別例会

(L大 田 L菅 谷 L小 松崎参加)

第206回例会

銚子中央LC 5回 記合例会

(L大 田 L管 谷 L高 橋参加)

肴取市内4ク ラブ合同例会打ち合わせ

(L大 田 L管 谷参加)

第207回例会

新入会員研修会 (パレス大藤 L桜 井 三役出席)

佐原L Cll回 記合例会 (4ク ラブ合同例会兼)

栗源L C25周年記合例会中止

第213回例会

第57回333複合地区年次大会中止

第214回例会

3/1四  理事会

3/8∞  第209回例会

3/110 東日本大震災発生

3/15の  献血推進支援中止

3/19ttl 第 8回 ライオンズカップ中学生卓球大会中止

3/22四  第210回例会

4/12的  第211回例会

4/14内  リジョン親睦ゴルフ 中止

4/24(日)第 57回333C地 区年次大会中止

4/26の  第212回例会

5/8(日)

5/1αブや

5/22(日)

5/24四

6/7の  理事会

6/14の  第215回例会

6/28四  第216回例会

ライオンズデー

うびつ子ヒンボン家皇

献血支援

だれ? X'masに て(今期最終家族例会)


